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  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  濱 川 龍 一 
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  経 済 部 長  小 林 英 二 
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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 
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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29年余

市町議会第１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、佐藤議員は通院のため欠席の旨届け出が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位５番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 私のほうから余市町の

地域公共交通について４点質問いたします。よろ

しくお願いします。 

 地域公共交通については、余市町議会で何度も

取り上げられてきましたが、町内の高齢化はさら

に進み、買い物や通院等での公共交通利用の要望

は強いものがあります。昨年の第１回定例会では、

日本共産党余市町委員会が行った町民アンケート

の中の今は車の運転ができ、買い物、通院に不自

由はないが、運転できなくなったときには余市町

を出て、子供の近くに住むことを考えているとい

う声を紹介しました。最近もこれと同じ声をお聞

きしました。高齢になり、余市町では住みにくく

なり、子供たちの住む地域に出ていかざるを得な

い。何と寂しく残念なことではありませんか。ま

た、高齢になり、運転免許証を返上される方もふ

えています。その人たちのためにも移動手段の確

保は急がれます。 

 交通弱者は、高齢者に限ったことではありませ

ん。また、地域公共交通の問題は、まちづくりや

福祉、教育、地域経済の問題と絡み合っています。

交通は、人や物の交流や活動を支え、国民生活に

なくてはならないものです。単に移動するという

側面だけでなく、人と人との交流という面でも重

要です。好きなときに好きな場所に行き、人と交

わることができる、それが交通の本質ではないで

しょうか。 

 日本共産党余市町議員団は、2017年度余市町予

算編成に対する要望書でも住民の移動権を保障す

るため、行政、交通事業者、住民と協働で町内巡

回バスの運行など生活交通の確立を要望してきま

した。そこで、以下のことについて質問します。 

 １、住民の足を守ることは行政サービスの根幹

の一つです。第４次余市町総合計画にある町内に

おける高齢化社会に対応した公共交通のあり方に

ついての検討はどこまで進んでいますか。 

 ２、地域交通政策を立てるに当たっては、まず

町民が自由に、安心、安全に移動できる権利を基

本的人権として保障することが根幹になければな

らないと考えます。余市の地域交通政策の基本姿

勢について伺います。 

 ３、地域公共交通の確保について先行事例の調

査研究から浮かび上がった課題や問題点はどのよ

うなものですか。 

 ４、地域公共交通政策づくりでは、住民参加が

欠かせない課題です。余市町での住民参加の構想

を伺います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の余市町
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の地域公共交通についてのご質問に答弁申し上げ

ます。 

 ご質問の１点目、地域公共交通のあり方に関す

る検討経過でございます。高齢化社会の急速な進

行等により、買い物や通院等で移動手段を持たな

い方など、いわゆる交通弱者の方々の移動手段の

確保が地域における重要な課題であると認識して

おります。こうした状況から本町では、これまで

国の制度を活用したコミュニティバスやデマンド

バスの実証実験を行うなど、公共交通に関する対

策を先行して実施している自治体に伺い、その取

り組み状況等について調査を行うとともに、地域

公共交通を所管する国土交通省北海道運輸局から

さまざまな取り組み事例や国の支援制度等に関し

てご指導をいただくなど、今後における本町の高

齢化社会等に対応した地域公共交通のあり方につ

いて検討を行ってまいりました。 

 平成29年度におきましては、地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律に基づく（仮称）余市

町地域公共交通活性化協議会を設置し、同法によ

る地域公共交通網形成計画の策定を視野に入れ、

全町的な地域交通体系のあり方や交通政策等につ

いて具体的な協議検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

 ２点目の地域公共交通に関する基本姿勢でござ

いますが、住民が自由に、そして安心、安全に移

動できる地域社会をつくることは、大変重要な課

題であると考えております。第４次余市町総合計

画の基本計画においても、高齢化社会に対応した

公共交通のあり方について検討を進めることを目

標に掲げており、また平成25年に施行された交通

政策基本法におきましては、交通政策に関する基

本理念とその実現を図るための基本的事項が定め

られております。今後とも第４次余市町総合計画

と交通政策基本法の趣旨を踏まえ、地域公共交通

の確保、充実に努めていく必要があると考えてお

ります。 

 ３点目のこれまでの地域公共交通に関する調査

等における課題、問題点についてのご質問でござ

います。先進事例の調査等により地域公共交通の

確保、充実に当たっては、それぞれの地域の特性

に応じた交通体系が必要であることから、住民の

ニーズ把握など調査研究が必要となるとともに、

検討段階から住民の意見を取り入れるなど行政と

住民の協働による取り組みにより、持続可能な公

共交通のあり方を検討していくことが必要である

と考えております。また、地域公共交通の確保、

充実には相応の財政負担も想定されるため、いか

に効率的、効果的な取り組みを進めていくかが大

きな課題となるものと考えております。 

 ４点目の地域公共交通政策にかかわる住民参加

の考え方でございます。１点目のご質問でご答弁

申し上げましたが、本町におきましては今後（仮

称）余市町地域公共交通活性化協議会を設置し、

全町的な地域交通体系のあり方や交通政策等につ

いて具体的な協議検討を進めてまいりたいと考え

ております。住民参加につきましては、その協議

会の中で住民や交通事業者など関係者、各関係団

体の皆様を構成員として協議検討を行うととも

に、地域公共交通を取り巻く現状や課題、問題点

等について整理するための町民アンケート調査を

実施するなど、広く住民の皆様からのご意見、ご

提言をいただき、今後における全町的な地域交通

体系のあり方や交通政策等について協議検討を進

めてまいりたいと考えているところでございま

す。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、１点目の協議会

を設置されて、現状と課題の調査、それから全町

的な交通体系や交通政策について具体的な協議検

討を進められていくということは、これまでいろ

いろ町民の要望をもとにしてこの議会でも取り上

げられましたけれども、一歩前進だと思います。

ぜひこれを進めていっていただきたいと思いま

す。 
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 それで、この協議会をまず構成されるというこ

となのですけれども、協議会の構成メンバー、こ

れはどのようなところを考えられておるのかとい

うのがまず１点目です。 

 それから、余市町での地域公共交通の現状と課

題、これをどのように捉えられているのかという

ことです。先行事例を調査されて、その地域、地

域の特性、課題なんかもいろいろあると思います。

それらも含めて、余市町での課題は現在のところ

どのように捉えられているかということです。 

 そして、そのために、これは単なる担当課一つ

だけでできる問題ではありませんのは当然ですけ

れども、庁内での検討チームというのはどのよう

な体制になるのかということもお聞きしたいと思

います。 

 それから、全町的な問題ですから、交通体系、

それから交通政策、この基本はどうあるべきかと

いうことをお伺いしたいと思います。 

 それから、２点目の住民が自由に、安心、安全

に移動できるということ、これは地域生活を営む

上では大変重要な権利だと思います。町長もその

立場に立たれているので、この姿勢をぜひ貫いて

ほしいと思います。 

 先ほども交通政策基本法という交通分野で初め

ての国の政策が出されておりますけれども、この

基本法というものは、残念ながら幾つか弱点を持

っております。まず、大事なポイントとしては、

交通弱者などへの移動権、それの保障がないとい

うことです。かわりにいろいろ言っておりますけ

れども、やっぱりこの移動権ということを明記で

きなかったという問題点。それから、交通の安全

確保、これも明記されていません。ですから、そ

ういう弱点をきちんと押さえておく必要があると

思います。かわりにこの政策基本法が言っている

ことは、国際競争力の強化を中心にうたわれてお

ります。国際競争力の強化ということで、いろい

ろな大型開発、例えばリニアの中央新幹線ですか、

そういうことも言われておりますから、そういう

ところはこの地域の余市町の住民の移動権という

ところを重点にしていく必要がありますので、こ

の交通政策基本法の弱点も押さえておいてもらい

たいと思います。 

 それから、３点目の先行されているニセコだと

か倶知安とか岩内、これもいろいろ私もお聞きし

ましたら、乗客の人数が少なくなっているところ

だとか、一定程度多くやっているところとか、い

ろいろその町、町によって条件が違いますし、運

行状態もそれぞれ違っていますので、住民の要望

に沿って、どうやってデマンドバスだとかコミュ

ニティバスを動かすかということが非常に重要で

すから、地域公共交通としてはまちづくりのかな

めという認識に町長も立っておられると思います

けれども、そのまちづくりの観点から計画を作成

していく、これが大事です。ですから、さらに実

情を調査研究して、教訓を引き出して、余市町で

のまちづくりに生かしてもらいたいということで

す。 

 それから最後に、地域の公共交通政策をつくる

に当たっての基本は、町民と余市町が主体となっ

て、町民が進んで参加して、みずから取り組んで

いくという、そういう環境づくりが必要だと思い

ます。先ほども協議会に住民の代表も参加しても

らって、いろいろ協議していくと言われましたけ

れども、やっぱりここでも町民と余市町との協働、

これをいかにつくり上げていくのかというのが鍵

になると思いますので、この点での再度町長の考

えを伺いたいと思います。 

 以上の点にわたって再質問いたしましたので、

よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、協議会のメンバーの部分のご質問でござ

います。これにつきましては、公共団体、交通事

業者、道路管理者、公安委員会、そしてまた地域
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の公共交通利用者等が想定される部分でございま

す。 

 また、現状と課題等の部分、先ほども答弁もさ

せていただきました。それぞれにおいていろいろ

な地域の部分担当課のほうで視察も検討もさせて

いただいておりますが、地域、地域によって特性

がほとんど違ってきているという部分ございま

す。それと、財政の負担も大きいものがあるとい

う部分もございます。そういった部分が今後の課

題と、大きな課題になってくるのかなというふう

に思ってございます。 

 また、基本法等の弱者への配慮等、安全の欠落

等の部分もあるよというようなご指摘もございま

した。これらにつきましては、私どももこの基本

法の部分をどういうものかという部分改めてまた

読ませていただきたいというふうに思ってござい

ます。 

 実際問題担当課といたしましても先行している

岩内町、仁木町、倶知安町、ニセコ町等の情報を

入手して、またそちらに赴いていろいろな話を聞

いたりしているところでございます。先ほど申し

上げましたが、地域、地域によって地理的な問題

も含めて非常にそれぞれに状況が違っているとい

う部分もございまして、そういった中では私ども

も平成29年この協議会を立ち上げて、町民にも参

画をいただいて、しっかりとどうあるべきかとい

う議論を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。 

〇13番（安久莊一郎君） この地域公共交通、デ

マンドバスだとかコミュニティバスということで

いろいろなところで動かしていますけれども、今

町長言われたように地域ごとの住民の利用の要望

というのですか、これがそれぞれ特性があると思

います。例えば余市町でも栄町のほうの中だけで

もいろいろな利用の仕方というのですか、どうす

ればたくさんの町民が利用できるかということで

要望が変わってくると思います。それで、やっぱ

り一番大事なのは、私先ほど言いましたように住

民がこれにただ意見を出すというだけではなく

て、要望を出すというだけではなくて、実際にこ

の地域公共交通、余市町の地域交通をつくってい

くという目的にはみずから進んで参加して、いろ

いろなアイデアだとか意見を出して、みずから参

加していくということがなければ、どうしても失

敗する面も大きいと思うのです。どれだけ住民の

要望を住民主体でそれをくみ上げていくかという

ことがないと、本当に町民のための地域公共交通

にならないと思います。ですから、そこもぜひ考

えてもらいたいと思います。 

 それから、交通というのは、もう一回翻って考

えますと、冒頭にも言いましたけれども、人と人

とを結んで文化や文明を育んできたという、そう

いう歴史があります。現在もそれをやっているの

ですけれども、そういう文化を発達させるために

も非常に交通が大事であるし、交通は誰もがいつ

でもどこでも安全で安心して豊かな生活が享受で

きるものでなければならないと思います。そのた

めにも今問題になっているＪＲの函館本線、これ

を存続させて、余市の交通網の基軸としていくと

いうことが非常に大事だと思っております。だか

ら、まちづくりの一環として、余市町が一丸とな

ってこの取り組みが求められていると思います。

全ての町民の交通権を保障するために、町長のリ

ーダーシップの発揮がますます求められていると

思いますので、年次計画をきちんと立てて、この

地域公共交通に取り組むことをぜひやってもらい

たいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、安久議員からの再

度のご質問に答弁をさせていただきます。 

 デマンドバス、コミュニティバス、さらに以前

には乗り合いタクシー等のご提言もいただいてい

るところでございます。そういった中で、本町に

とってこの協議会を設置して、どういった手法が

ふさわしいのかという部分、町民参画のもとに、
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参加ではなくて参画のもとにいろいろ検討もして

いかなければならないというふうに思っておりま

す。 

 ですけれども、先ほど申し上げました。相当な

財政出動もあるというふうに伺っております。端

的に申し上げれば、町内隅々まで全部の路線１軒

残らず回れば、それは完全に確保というふうにな

ってくると思いますけれども、やはりいろいろな

絡みがあって、そういうふうにもならないという

ふうに思ってございます。足の確保、交通の確保

という部分とはまた逆の部分、これはちょっと質

問から外れるかもしれませんけれども、買い物、

例えば企業名出してあれですけれども、トドック

さんの部分で来なくても、いてもという部分だと

か、移動しなくても逆にこちらから、こちらから

というか、買い物ができるだとか、そういったい

ろいろな手法を絡めながら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。 

 そういった中で、人と人とを結ぶと。いつも高

齢者の皆さんの中にも言っていますけれども、家

に閉じこもらないで、カラオケでもいいですから、

ふまねっとでもプールでもいいから、なるべくそ

ういう形で出ていただきたいということを申し上

げておりますので、そういった中ではこの交通権

の確保という部分は非常に重要な部分であるとい

うふうに認識してございますので、年次計画の質

問もございました。平成29年度にはこの協議会を

設立いたしまして、30年度には試験運行などをや

っていきたいというような思いもございますが、

まずは29年度に協議会での検討という部分でやら

せていただ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） 安久議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位６番、議席番号５番、土屋議員の発言

を許します。 

〇５番（土屋美奈子君） 平成29年余市町議会第

１回定例会におきまして、さきに通告いたしまし

た一般質問１件について質問をいたします。町長

におかれましては、答弁のほどをよろしくお願い

をいたします。 

 空き家対策としりべし空き家バンクの活用につ

いて。平成27年５月、空家等対策特別措置法が施

行されました。これは、現在の人口減少による世

帯数の減少や高齢化比率の高まりなどの社会情勢

を受け、今後ふえると予想される空き家に対し、

何かしらの手だてを講じる必要性が高くなったた

めであります。空き家は、長年放置されることに

より倒壊の危険性や衛生、景観上の悪影響が増し

てきます。所有者にとっても早目に対策をとるこ

とにより、結果としては負担の軽減につながるの

だと考えます。 

 こういった中、後志総合振興局でしりべし空き

家バンクが開設されました。これは、建築、不動

産の専門家と北海道、市町村が連携し、さまざま

な住宅情報の提供や各種セミナーなどの開催を通

して、空き家対策、移住促進、住みかえ支援など

住宅に関する地域の課題をサポートする取り組み

であります。成約率も高く、今後ますます活用さ

れることを期待しますが、情報量が圧倒的に不足

している状況が続いており、潜在的需要はまだま

だあるのだと思っております。以下、空き家対策

について質問いたします。 

 特別措置法の制定を受け、本町の空き家の現状

を調査されたと思いますが、その結果についてと

今後の見通し、対策についての見解をお伺いいた

します。 

 しりべし空き家バンク協議会の構成団体に本町

もなっておりますが、これまでの経緯、こういっ

た取り組みに対する見解、今後のかかわり方につ

いてお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員のご質問

に答弁申し上げます。 
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 １点目の空き家の現状と今後の見通し、対策に

ついてのご質問でございますが、平成28年９月末

現在の空き家数は543件となっております。今後も

少子高齢化や人口の減少傾向に伴い、増加する傾

向にあると認識いたしているところでございま

す。 

 このような中で、ご案内のとおり、空家等対策

の推進に関する特別措置法が施行され、市町村に

おいて危険家屋等に対する立入調査、修繕等の措

置の助言、または指導、勧告、命令が可能となっ

たところであり、本町においても空き家等に関す

る対策を総合的かつ計画的に実施するため、国の

指針に即した空き家等対策計画の策定を進めてま

いりたいと考えております。 

 ２点目のしりべし空き家バンクについてのご質

問でございますが、本協議会は後志地域における

空き家の有効活用を通して、移住、定住促進、住

宅ストックの活用や循環利用促進、良好な景観形

成を図る目的で設立され、現在赤井川を除く管内

19市町村と北海道後志総合振興局、一般社団法人

北海道建築士会後志支部、公益社団法人北海道宅

地建物取引業協会小樽支部、公益社団法人全日本

不動産協会北海道本部の23団体で構成し、運営さ

れております。 

 本町におきましても不良空き家の防止策や移

住、定住につながる施策の一つであると考え、町

広報によるしりべし空き家バンクに関する周知、

町内に建物を所有する町外在住者に対し、固定資

産税の納付書にチラシを同封するなど情報提供を

図っているところであります。これらにより本町

においてもこれまで５件の住宅物件登録があり、

そのうち３件が成約となるなど一定の成果が見ら

れることから、今後も引き続きしりべし空き家バ

ンクを活用し、空き家の有効活用を図る取り組み

を進めてまいりたいと考えております。 

〇５番（土屋美奈子君） 再質問させていただき

ます。 

 空き家が現在543件ほど、増加している傾向にあ

るのかなと思います。調査の状況と聞いたのです

けれども、空き家の件数だけではなくて、特定空

き家がどのくらいあったのかなというのも答弁で

あるかなというふうに思っていたのですけれど

も、数を私が最初に聞いていないので、いいので

すけれども、特定空き家というのは相当多いので

しょうか。きっとこの空き家の件数というのは、

１年ほどあいていると、誰も住んでいない状況の

件数であって、今まだ使えるという全ての数で五

百何件だと思うのです。その数はいいのですけれ

ども、どういう状況だったのかなというのを思い

ました。 

 質問の趣旨としては、特定空き家になる前に今

使える家をもっともっと有効活用するべきではな

いのかなというふうに思って、空き家バンクとの

連携について聞かせていただいたのです。固定資

産税の納付書の中にチラシを入れているというこ

とでしたけれども、例えば今五百何件の空き家の

所有者さんに今後どうするかとかアンケートをと

ってみるだとか、そのまま売りたいのか、貸した

いのか、売りたい、貸したいという方には空き家

バンクとつなげてみるだとか、そういうふうに強

化をするというか、今空き家バンクのほうに登録

されているのがちょっと見たら５件くらいしかな

いのです。後志全体でもとても少ないような感じ

がするのです。一生懸命そこを活用しているなと

思えるのは、倶知安町が大いに活用していて、20件

以上載せていて、町ホームページからも空き家バ

ンクにリンクできるようになっているのです。本

町は、そういう形には今現在はなっていないとい

うふうに思うのです。だから、そこをもう少しつ

なげていくというか、強化をしていくということ

と、あと所有者さんにアンケートをとって意向を

聞いて、そしてその手だてを打っていくというこ

とをもう少し強化できないのかなというふうに思

うのです。 
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 空き家対策の法律というのは、多分危険性が増

した空き家に対しての対策、そのための今回の法

だと思うのですけれども、その前に町民が例えば

年をとりました。そして、若いときは車が運転で

きたから生活に支障がなかったけれども、今現在

例えば免許を返納したりして生活に支障が出てき

たよ。そして、買い物も不自由だ、用を足すのも

不自由だというときに、子供たちのところへ行く

とかという選択肢もあるだろうし、都会の住みや

すいところへ行こうかという選択肢もあるかもし

れないけれども、その中の一つとして町内の公共

交通機関のないところから市街へというか、そこ

を促すような政策をこれは倶知安はやっているの

ですけれども、打ってはどうなのかなと。そして、

多分いろいろな計画に本町はコンパクトなまちづ

くりというのを掲げていると思うのですけれど

も、そこを促していくことで中央に寄ってくれば

行政の効率、サービスの効率というのも上がって

いくのではないのかな、そして長く住み続けてく

れるのではないのかなというふうに思うのです。

町内に空き家が500件以上あるのであれば、今不便

なところから少し便利のいいところに移れば、住

みかえれば、そしたらまだいろいろな人のお世話

にならなくてもやっていけるよということもある

かもしれないと思うのです。これからきっとふえ

てくる課題でありましょうし、空き家が放置され

ればどんどん、どんどん傷みというか、空き家と

いうのは人が住まないと劣化が早く進むとも言わ

れていますので、その前に政策を打っていくとい

うことです。そのために空き家バンクも大いに活

用してはどうかというふうに思うのです。 

 例えば倶知安町はちょっと状況が違うのですけ

れども、倶知安町のホームページでいきますと住

宅に関することということで一つに全部まとまっ

ているのです。町営住宅に関することも道営住宅

に関することも、例えば町が行っている補助、民

間住宅を新築で建てる場合、そしてリフォームを

する場合、バリアフリーにする場合、省エネルギ

ーにする場合、そして雪、倶知安は雪が多いから

雪対策をする場合とか、耐久性の向上なんかにも

自治体で補助を出している。そういう情報が一つ

のところから全部見れるようになっているので

す。そして、住みかえ、交通の便の悪いところか

ら市街地へ越してきませんかというのにも補助を

出している。子育て世代が小さなマンションやア

パートから一戸建てに移ろうとするときの補助も

そこから見れるようになっていて、そして空き家

バンクへも入っていけるようになっているので

す。こういうふうに本町も例えば本町独自で打っ

ている施策というのは、たくさんあるのだと思う

のです。新規就農者さんに対する家賃補助とかだ

って多分あるだろうし、高齢者に対するリフォー

ムもあるのだろうけれども、ばらばらで探しづら

いというふうに思うのです。それを一つにまとめ

て、町民として見やすいように、探しやすいよう

にというふうにできないものなのかなというふう

に思うのです。倶知安町は、今雪の恩恵を受けて

というか、外国人も多いのか、移住というか、人

がたくさん来ているから、対策強化しているのだ

ろうけれども、今後10年先を見て、町の形を見な

がらこの政策を打って、うちも手をつけていかな

ければならないときなのではないのかなというふ

うに思うのです。そういったことで、町長の見解

お伺いしたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、数字の関係でございます。543棟の空き家

がございまして、そのうち住宅が408、店舗併用住

宅が63、店舗が30、あとその他倉庫、旅館等、病

院等が42、合計543棟になってございます。その中

で、落雪等により不特定多数に危険を及ぼすおそ

れのある空き家が７棟、そして建物の老朽化、倒

壊による建材等の飛散のおそれのある空き家が６

棟というような状況になってございます。今現在
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まちづくり計画課で職員２名体制で空き家に対す

る業務を行っておりまして、このデータベースは

ほとんどできてございます。そしてまた、定期的

なパトロール、さらには住民からの情報によるデ

ータベースの更新等も実施をしているところでご

ざいます。 

 そういった中で、倶知安町のお話もご提言、ご

紹介もいただいております。私どもも倶知安町の

ホームページ見させていただいているところでご

ざいますが、確かに見やすく、入りやすいという

部分ございます。今私どももホームページの全面

見直しということで、職員がやっている中では限

界があるということで、専門の業者につくってい

ただいた部分、本年度中に全面的なリニューアル

いたしますので、そういった中では移住、定住の

部分だとか、窓口でいえばワンストップ的なホー

ムページの中での閲覧ができるというような形に

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。 

 いずれにいたしましても、この空き家の問題、

いろいろな景観上の問題、そしてまた防犯上の問

題ございます。そういった中で、この空き家をし

っかりと活用して、そしてまたまちづくりにとっ

てどうあるべきかという部分を含めて、この対策

基本計画を策定し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。 

〇５番（土屋美奈子君） 今回の法律の制定を受

けて、自治体には所有者に対して適切な管理、情

報を提供すること、そして助言をするということ

が努力義務ではありますけれども、それを進めて

くださいよということが法律に明記されました。

定められました。空き家は、現在は問題のない空

き家であっても、長年放置すると特定空き家にい

つかはなってしまうのです。そうなる前に早く手

だてを打つということが町内全体にかかわってく

る問題、というのは例えば段階的に特定空き家と

されると指導があって、そして指導、助言をして、

それでも放置されれば勧告という形になってい

く。勧告をされると、固定資産税の優遇措置から

外れます。そうすると、固定資産税、土地に対す

る固定資産税だけれども、ぐっと高くなってしま

う。親が亡くなってしまって、所有者が余市町内

に住んでいないという場合に長年放置されてい

て、使い道もない、そして活用もできない、売れ

ないとなると、相続を放棄してしまう場合もある

かもしれないのです。そうすると、固定資産税は

地方税だから、本町の町税に影響してくると思う

のです、収入に。そうなる前に、やっぱり町民全

体の負になると思うから、早目に手だてを打つ必

要があるのだな、そういうふうに思っているので

す。 

 今町長から答弁をいただきましたので、ホーム

ページの部分、全体的な部分、ホームページとか

は今年度中に見直すということでしたので、他町

村の事例も含めながら、よくよく検討してわかり

やすいように、そして空き家、住宅に関する全て

の、いろいろな課にまたがっている部分がありま

すから、それを網羅して探しやすいような形でや

っていただきたいなというふうに思っております

ので、再度答弁をお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 本当に私どもも今冬であれば落雪の問題等で非

常に苦慮している部分もございます。危険な空き

家で、そしてまたその倒壊のおそれだけではなく

て、雪おろしもしていなくて隣に迷惑かかるだと

か、道路を歩いているところに落ちそうになると

か、そういった非常に苦慮して電話等再三連絡と

った。とれる方もいますが、なかなか理解を得ら

れない部分というのもございます。そういった中

では、こういった空き家等の対策計画等を含めて、

きのうも申し上げました強制的な部分は条例でな

ければならないという部分もございますので、そ
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ういった部分を含めてどうあるべきかというのを

しっかりと対応してまいりたいというふうに思っ

てございます。 

 また、移住、定住含めてこの空き家の活用とい

う部分のご質問もございました。そういった部分

につきましては、先ほども答弁申し上げましたが、

ホームページのリニューアルという部分を含め

て、今後もホームページだけではなくていろいろ

な中でこの空き家問題の危険な部分と、また活用

の部分等については発信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。 

〇議長（中井寿夫君） 土屋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４４分 

再開 午前１１時１０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位７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29年第１回定例会に

おいてさきに通告いたしました１件につきまし

て、町長には答弁のほうよろしくお願いいたしま

す。 

 余市産ワインの販路拡充について。財務省国税

庁により2015年10月20日告示、2018年10月30日施

行の酒税法に基づく財務省国税庁告示が示され、

施行期日が１年半と迫ってまいりました。本町に

おいては、ワインブドウ栽培農業者が多く、また

町外からの新規就農者も増加の一途をたどってお

り、本町在住の営農者も現在の農地をワインブド

ウ栽培に転作する傾向があります。ワインブドウ

栽培は、営農者の英知と努力の結晶であり、丹精

込めて、自然災害のリスクを抱えながらも収穫に

至る産物であります。今回の酒税法に基づく財務

省国税庁告示は、連続テレビ放映された「マッサ

ン」効果にさらなる追い風となる経済効果が期待

されるものと推測いたします。 

 北海道経済部観光局が発表した観光入り込み数

（実人数）統計によると、平成27年度では5,477万

人となり、観光需要が堅調に推移しており、直近

の平成28年第１・四半期観光入り込み客数調査で

は前年同期比プラス0.3％と順調な伸びを示して

おります。訪日外国人来道者数（実人数）の概況

を精査したところ、平成27年度では208万人とな

り、過去最高を更新いたしました。これは、日本

国全体の訪日外国人の旅行者2,136万人の約１割

となっております。要因としては、国際定期便の

新規就航や増便、査証要件の緩和、各種プロモー

ションによる需要喚起があります。特に平成27年

度の全道179市町村における観光入り込み客数は

１億4,082万人で、道央圏についてはプラス478万

人で、道内６圏域の構成比55.3％を占めておりま

す。北海道経済部観光局の各圏域の特徴として、

前述の道央圏では道の駅など観光施設のオープン

やリニューアルに加え、前年度放映された余市町

を舞台にした連続テレビドラマによる集客効果が

持続したと明記されております。 

 この酒税法に基づく財務省国税庁告示は、さら

なる本町の経済に多大な効果を生むものと考えま

す。さきに調査結果として国際定期便の新規就航

や増便が観光入り込み数の訪日外国人来道者数に

反映していることを考えると、国際定期便に余市

産ワインの廉価提供をして、余市産ワインのおい

しさや余市のすばらしさをアピールしていくこと

は販路の拡充につながり、ひいてはワインツーリ

ズム、余市町のすばらしさを世界に発信すること

ができます。余市町はもとより商工会議所や観光

協会等々と連携をし、余市産ワインの販路拡充を

すべきと考えますが、町長の見解を伺います。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員のご質問に

答弁を申し上げます。 
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 本町におけるワイン産業は、約30年前に先進的

な農業者の方々がワイン用ブドウの栽培を手がけ

て以来、ブドウ栽培に適した本町の気候と生産者

のたゆまぬ努力により、現在ワイン用ブドウの栽

培面積日本一を誇るに至っています。近年は、ワ

イン用ブドウの栽培を目指す新規就農者の増加と

あわせてワイナリーの進出も相次いでいるところ

でございます。さらに、本町のブドウを原料とし

たワインのブランド化とワインによる観光振興を

目指し、ワインツーリズムの取り組みを進めてい

るところでございます。ご質問にございますワイ

ンの表示ルールの厳格化は、原料の産地でありま

す本町にとって大きな追い風となるものと期待を

しているところでございます。 

 今、日本ワインは大きな広がりを見せており、

各社とも世界進出を目指した取り組みを進めてい

ます。そうした中、日本航空国際線のファースト

クラスで本町のブドウを原料としたワインが提供

されると伺っておりますし、ことし６月からは同

じく日本航空国際線のファーストクラスにおいて

本町のワイナリーで醸造したワインが提供される

と伺っております。本町といたしましては、ブド

ウ生産者、ワイナリー、さらには商工会議所、観

光協会等とも連携を図り、これまでの取り組みを

さらに充実、加速させ、世界的スキーリゾート地

域となっているニセコ町、倶知安町エリアとも連

携し、グローバルマーケットの獲得を見据えた競

争力の高い余市ブランドワインのＰＲに努めるこ

とにより、販路拡大につなげてまいりたいと考え

ております。 

〇12番（庄 巖龍君） 道の平成27年度の試算な

のですけれども、観光客の入り込みにつきまして

は、後志は小樽、喜茂別、ニセコが順位こそ小樽

が２位、喜茂別10位、ニセコが20位ですか、宿泊

に関しましては倶知安がトップでございまして５

位ということで、その後７位に小樽、ニセコと後

志の町村が全てプラスという形になっておりま

す。そのよう中で、今町長の答弁にもあったよう

に酒税の表示ルール等につきましては、余市町の

ほうが詳しいと思いますので、釈迦に説法になり

ますので、あえてこちらのほうについては踏み込

んだお話はさせていただきませんが、航空販路の

件についてですけれども、国際定期便のこれは平

成28年５月現在ですけれども、道内空港の国際航

空の新規の開設分につきまして新千歳空港で

13便、函館２便、旭川４便ということで全部で

19便、それから乗客数につきましては、平成21年

から26年までの統計しかないのですけれども、こ

れだけでも２万人近くふえているということがご

ざいます。 

 そのような中で、これからも道としましても販

路を広げていくと。こちらのほうでは、平成28年

の４月に訪日外国人来道者に対する受け入れ態勢

の整備ということで、平成29年夏ダイヤから発着

便を拡大し、約１時間当たり32便から42便にする

という方針が国から示されたところでございま

す。あわせましてこちらのほうでは国際航空定期

便就航事業費補助金ということで、航空会社のほ

うで23億5,350万円が交付されているということ

もございまして、国際線の定期便をどんどん、ど

んどん航空会社のほうへ支援をしているという状

況がございます。特にその恩恵を受けているのが

北海道であると。北海道は、先ほども質問の中で

も申し上げましたとおり、全国の１割弱、基本的

には9.7％でございますけれども、順調に推移して

いくというふうな形で道のほうも試算をしている

ところでございます。 

 そんな中で、今町長がお話しになった６月から

日航のほうに余市産のワインを盛り込むというこ

とがありましたけれども、私の調べた限りでは就

航便の中には日航のほかにもいろいろな新規参入

の航空会社、特に今格安航空などがございまして、

そういった便なんかにも補助金が出されていると

いうこともございまして、そのようなところにも
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働きかけをしていくことによって余市産ワインの

販路につながっていくのではないかというふうに

思っております。その辺につきまして余市町とし

ましては、町長は日航以外にもそういった販路を

拡大していくということをお考えになっている予

定があるのかについていま一度お尋ねをいたしま

す。 

〇町長（嶋  保君） 12番、庄議員の再度の質

問に答弁をさせていただきます。 

 現在ＪＡＬの国際線ファーストクラスに、これ

は余市で醸造した部分ではございませんが、原料

は余市のブドウが採用されていると。そしてまた、

ことしの６月からは余市産のブドウ、そしてまた

余市で醸造されたワインが国際線のファーストク

ラスで採用されると。また、国際線のビジネスク

ラスでも余市産のブドウでつくられたワインが、

これは醸造は別でございますか、採用されている

ということでございます。 

 議員ご質問のございましたように格安航空会社

等もかなりふえてきて、便数もふえてきていると

ころでございます。そういった中では、このＰＲ

等には意を用いておきたいと思いますが、何分品

薄という部分がございます。北海道ワイン等にも、

企業名出して申しわけございませんが、大手の会

社等にも聞きましたが、やはりかなり品薄である

という部分もございまして、定期的に供給できて

いくのかと。ですから、こういった中でＪＡＬの

ファーストクラスだとかロットが小さいところと

いう形の中での使用かなというふうに思ってござ

いますので、そういった中では品薄という部分を

踏まえながらの余市産のワインのＰＲ等は、これ

は積極的に進めていかなければならない。それが

ひいては新規の就農者の流入、さらには大手メー

カーの増産という部分にもつながっていくのかな

というふうに考えているところでございます。 

〇12番（庄 巖龍君） 町長の答弁にあるように、

分母と分子の関係で確かに品薄ということは私も

聞いております。今苗木をつけてということで、

ワインブドウが少ない面積の中で非常に難しい。

しかしながら、新規就農者がたくさん入ってきて

いるということもありますし、私が聞いた中で余

市の営農者の方で丘陵地にある方がワインブドウ

に今変えると言っているようなのですけれども、

そういったこともありますので、余市町における

ところのワインブドウをどんどん、どんどんつく

る、新規就農者も含めた上で、要するにパイの部

分をふやしていくということは官民挙げてやって

いただければなと思っております。 

 あわせまして先ほど町長の答弁の中にもあった

のですが、余市産ということなのですけれども、

平成30年の10月30日から適用される地名の、町長

のほうではわかっていると思いますけれども、

85％以上使用しているブドウについては産地を明

記できるということもありますし、またこれは今

もまれている状況ではありますけれども、北海道

ワインという形で、北海道全体のワインというこ

とでやろうかというふうな話もございます。そん

な中で、余市という一つのブランドを確立してい

くということが非常に大切であるというふうに思

っております。 

 国税庁の表記ルールによりますと、隣接市町村

に醸造所がある場合はブドウ地を名乗れるという

ことがございまして、ご存じのとおりでございま

すけれども、そういった場合、一例を申し上げま

すと、大変恐縮でございますけれども、昔ミニト

マトでアイコというのがあったと思いますが、ア

イコというミニトマトは余市の農家の方が開発を

されたのですけれども、実はこれが仁木のほうで

今は多く栽培されていて、仁木の特産物みたいな

感じになっているのです。そういったことを考え

ますと、これはあくまで一例でございますけれど

も、地域表示ルールということになって、隣接町

村との関係ということもありますから、例えば隣

接町村ということだと隣の仁木町さんですとか小
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樽市さんとか、そちらのほうに逆に85％以上のブ

ドウの提供があったとしてもブランド名をとられ

てしまう可能性があるのではないかというふうな

懸念もあるのですが、その辺を含めて余市町のほ

うの販路の拡大についていま一度町民と行政が連

携をして、余市産ブドウを世界に発信していく。

フランスでいうところのボルドーではありません

が、世界に発信できる余市産ワインというものを

ぜひやっていただきたいなと、販路を広げていた

だきたいなと、ブランド化をしていただきたいな

と。ひいては先ほども話にありましたようにワイ

ンツーリズムを含めまして、町の経済波及が大き

いと思いますので、いま一度ご質問をいたします。 

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。 

 このワイン表示ルールの厳格化、これは先ほど

申し上げさせていただきましたけれども、余市町

にとっては非常に大きな追い風だというふうに思

ってございます。こういった中では、各メーカー

さんもラベルを変更せざるを得ないという部分が

出てきて、そしてまたそのラベルにはいろいろな

中で余市という部分が書き込まれるという部分が

ございますが、そういった中では本町としても知

名度アップ等につながっていくものというふうに

思ってございます。 

 現在ワイナリーが９件できておりまして、大き

なワイナリーも今この秋にオープンを目指して工

事も進められているというところでございまし

て、先日も１月17日ですか、北海道食とワインの

夕べということで東京の渋谷のホテルで開催され

た夕べに私も出席もさせていただきました。非常

に北海道のワイン、そしてまた北海道の食材、中

央の一流のシェフ等もかなり来ていましたけれど

も、注目されております。そんな中でもワインは

北海道のワインというだけでなくて、余市のワイ

ンという部分で、余市産のという部分で非常に大

きな注目を浴びているところでございます。そう

いった中では、私どももこのワイン表示ルールの

厳格化という追い風を最大限活用しながら、余市

というブランドを全国に発信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。 

〇議長（中井寿夫君） 庄議員の発言が終わりま

した。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時３０分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位８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29年第１回定例会、

以下に通告した質問に対しまして町長にはよろし

くお願いいたします。 

 件名、余市町の特色を活かした観光振興につい

て。余市町でも数年前にＮＨＫ連続テレビ小説「マ

ッサン」が放映され、全国から余市町にも観光客

の方々がお越しになられました。しかし、余市町

内の飲食店の方々や観光に携わる方々の声の中に

は、来町された観光客の中ではＪＲ余市駅とニッ

カウヰスキー北海道工場の行き来が多く、もっと

多くの観光客の方々にも余市町内に来てほしかっ

たと言っている方々も多いと聞いております。現

在でも冬期間の観光施設等の休館も多く、通年に

わたる観光振興も大切と思います。そのことを踏

まえて、今後の余市町の特色を生かした観光振興

の発展の中長期観光ビジョンを持つべきではない

でしょうか。 

 ①、冬期、施設の休館についてと冬期間のイベ

ント事業の今後の計画について。 

 ②、ワインツーリズムを生かしたフットパスや

ウオーキングツアーを定期的に開催する考えにつ

いて。 
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 ③、道の駅の今後のビジョンについて。 

 ④、フィッシャリーナのＰＲ増や漁業体験等で

観光振興の活性化について。 

 ⑤、町内外の観光に関係している方々や１次産

業の方々との観光振興に関する協議会の開催をす

べきではないか。 

 続きまして、件名２、高齢者の除雪対策につい

て。北海道の中でも高齢化率が高まる中、余市町

においても高齢化率が高く、冬期間の置き雪で悩

んでいる方々も大変多く、年齢的に置き雪を処理

できなくなっている方々がたくさんおります。余

市町においての高齢者の方々に対しての除雪対策

について質問いたします。 

 ①、除雪業者の方々との話し合いで玄関の置き

雪対策を検討することはできないのか。 

 ②、高齢者の方々に対して余市町の除雪の取り

組みについての意見を聞きながら、除雪に生かす

ことはできないのか。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員の余市町

の特色を生かした観光振興についてのご質問に答

弁申し上げます。 

 本町の観光の現状は、ゴールデンウイークから

おおむね11月上旬までの観光入り込みが多数を占

めており、夏から秋の期間が特に多く、冬期間に

観光客が減少し、施設も休館する状況になってお

ります。このような状況の中、余市観光協会が中

心となって、小樽観光協会との合同イベントであ

る余市ゆき物語が昨年度から開催されています。

今年度は、昨年の11月12日から本年２月12日まで

の期間で開催され、期間中ニッカウヰスキー北海

道工場のナイトツアーや割引特典つきの町内飲食

店パンフレットの配布、駅前のイルミネーション

等が行われました。今後においても余市観光協会

などと連携して、冬期間の観光誘客に取り組んで

まいります。 

 ２点目のワインツーリズムを生かしたフットパ

スやウオーキングツアーの開催についてでござい

ますが、本町においてワインツーリズムを定着さ

せるため、地方創生の事業を活用し、ワインツー

リズム事業に取り組んでいるところでございま

す。また、生産者みずから企画するビンヤードめ

ぐりなども行われているところでございます。こ

のようなイベントを定期的に行うには生産者やワ

イナリーを初め、町全体としての受け入れ態勢の

整備が必要であろうと考えております。現在のツ

ーリズムの取り組みや生産者、観光関係者の取り

組みを積み重ねることによりツーリズムが定着し

ていくと考えております。 

 ３点目の道の駅の今後のビジョンについてでご

ざいますが、道の駅スペース・アップルよいちに

つきましては、平成10年４月に道内49番目の道の

駅として登録され、これまで多くの方々に利用さ

れております。当初道の駅は、トイレや休憩、道

路利用者への情報提供など道路施設としての機能

が中心でありましたが、近年は特産品の販売や地

域の食や情報発信等地域振興により重点を置いた

ものへと変化してきております。本町の道の駅に

ついては、売店やトイレなどが分散して設置され

ていることから、利用者にわかりづらいことや他

の道の駅と比べて見劣りするなどの意見が寄せら

れております。このような状況から、平成27年度

から余市町道の駅振興協議会構成団体の実務者等

によるワーキンググループを設置し、小樽商科大

学の協力も得ながら、今後の道の駅のあり方など

について意見交換や議論をいただき、現状の道の

駅の再編整備に向けた取り組みについて進めてお

ります。 

 ４点目のフィッシャリーナのＰＲや漁業体験等

での観光振興でございますが、本町は海の幸にも

恵まれた町であり、マリンレジャーも重要な観光

資源であると考えております。フィッシャリーナ

は、利用者の高齢化等の影響もあり、利用者は減

少傾向にあるため、今年度パンフレットを更新し、
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マリンレジャー関係施設に配付するなどＰＲに努

めているところでございます。 

 また、漁業体験による観光振興につきましては、

過去に数回教育関係の体験実習が行われるなど需

要があることはお伺いしておりますが、天候の影

響や安全対策、受け入れ態勢など課題も多いと聞

いておりますので、引き続き研究してまいります。 

 ５点目の観光産業と１次産業との関係でござい

ますが、本町には豊富な農産物や水産物、さらに

はこれらの加工品等があり、これらをさらに観光

分野に生かすことにより、本町の観光の魅力向上

につながると考えております。このようなことか

ら、今後においても一層１次産業と観光産業との

連携に関する取り組みを進めていくことが重要で

あると考えておりますので、ご理解を願いたいと

存じます。 

 続きまして、高齢者の除雪対策についてのご質

問に答弁申し上げます。１点目の置き雪対策につ

いてでございますが、本町の道路除雪につきまし

ては、余市町冬を快適にすごす条例により毎年除

雪計画を策定し、それに基づき実施をいたしてい

るところであり、交通の安全確保、特に朝の通勤、

通学時までに作業を終えるべく行っております。 

 ご指摘の道路除雪に伴い発生する置き雪問題に

つきましては、間口除雪は大変重労働になる場合

もあり、道路除雪での大きな課題であることは十

分認識しており、町といたしましても除雪作業時

はできる限り玄関先や車庫前などに多くの雪を置

かないよう作業を行っておりますが、現状ではな

くすることは難しい状況でございます。そうした

中、高齢者の除雪対策といたしましては、冬期間

経済的な理由等により自力で除雪が困難な高齢者

等に対し、生活用道路の確保のため、道路除雪の

際と同様に降雪15センチを目安に出動し、公道か

ら玄関先までのおおむね１メートル幅の範囲によ

る除雪サービス事業を実施しております。今後に

おきましても高齢者が地域で自立した生活ができ

るよう除雪サービス等の充実に努めるとともに、

関係機関等と連携を図りながら、除雪作業の負担

を軽減するなど除雪支援のあり方について検討し

てまいりたいと存じます。 

 ２点目の高齢者の意見を聞きながら除雪に生か

せないかについてでございますが、例年降雪前に

町内４ブロックに分けて、高齢者のみならず広く

地域の方々を対象として除排雪に係る地域懇談会

を開催している中でさまざまなご意見をいただい

ているところであります。町といたしましては、

地域の意見を聞きながら、引き続き高齢者除雪サ

ービスの充実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。 

〇17番（茅根英昭君） まず、①番目の件ですが、

本町は、町長が言われたとおり、ゴールデンウイ

ークから秋までの観光利用が多いということは認

識もしております。近年新聞等でも小樽の雪あか

りが50万人という観光客の入り込み数ということ

も隣の市ではそうですし、またニセコ、倶知安も

スキーの関係で海外の方がニセコ、倶知安両町の

空き家を一軒もないぐらいの勢いで埋める形の波

及効果を促している実情もございます。本町も冬

はイベント事業も過去なかなか少ないと認識をし

ておりますが、そこでも両町に挟まれている余市

も活性化を促して、イベント事業に町民一体とな

って活力を促すことが必要と考えます。余市町は、

円山公園、陸上競技場、自由広場など冬でも、ち

ょっと雪は多いのですが、イベント活用できる場

所も多いと認識しております。また、春から秋ま

でその施設に従事している方が冬期間の休業のう

ち春からの事業に向けていろいろな対策を練って

いると思いますが、やはり例年同じような形の事

業づくり、プランづくりしているために、マンネ

リ化になっているかなと思う部分も多々ありま

す。そのことで広報等で新しい発想、また小樽や

ニセコ、倶知安の観光客の増のプランニングも参

考にしたり、広域連携で余市は小樽、ニセコ、倶



－82－ 

知安とともに冬のイベント事業でも活力を上げて

いただきたいと思います。 

 また、団体ツアーなど、歴史的な施設が余市は

多い。とても北海道の中でまとまってめぐれる大

事なすばらしい施設があると思います。団体割引

等も考慮して、今多分ないと思うのですが、札幌

圏から余市も近いですから、この施設整備につい

て質問させていただきます。 

 続きまして、２番目なのですが、ワインツーリ

ズム。ワインツーリズムとは、ワイン産地をめぐ

って旅をしながら、欧米では盛んな旅のスタイル

です。ワインツーリズムで日帰りや宿泊のプラン

が用意されており、ワインの産地を回りながら、

ワインのつくられた郷土の料理やワインを楽しん

だり、ワインの生産者たちと話したりもすること

などです。ワインツーリズムでは、ワインのこと

を少しでも多くの人に知ってもらい、ワインの消

費量を上げること、これも余市にとって非常に多

い効果が生まれると思います。政府観光局や現地

の法人が余市でも積極的に取り組んでいくことが

望ましいと。近年は、レストランや歴史施設やワ

インづくりの生産者の方々を交えた流れの語る場

をどんどん持つことによって、余市の特色である

歴史とワインの相乗効果が生まれると考えます。

ワインづくりの数千年の歴史を持つヨーロッパで

は、中世、城をつくって、城でワインをつくり、

ワイナリーや貴族の別荘だったり、ワインなども

非常に多くなっております。世界遺産にも指定さ

れるところも多数あり、余市もさまざまな研究課

題、今後の活用にどんどん取り入れられることは

あるのではないかと感じております。ワイナリー

やブドウ畑の訪問を中心としたプログラムづくり

やワインの畑を回りながら、この余市の風景や郷

土料理を楽しむ旅のスタイルもツアーとして組め

るのではないかと考えます。 

 今回私がワインツーリズムを生かしたフットパ

スやウオーキングツアーを定期的に開催するとい

う考えというのは、余市が非常に坂の少ない、海

もあって、川もあって、山もあって、歩くところ

には観光の流れ、ワインツーリズムを生かした観

光の流れを組みやすい場所と認識しておりますの

で、この間町長も出席していましたワイン会、四

百数名、54種類のワイン、または数百本のワイン

を札幌都市圏から満員、券がもう当たらないぐら

いの勢いで皆さん参加していました。日にちもそ

うですが、今後３日間、２日間、この長期の計画

を臨む考えはないか。長期の計画を臨むというこ

とは、泊まる方もふえるかもしれません。そうい

った構想をぜひ検討いただきたい。それは、札幌

都市圏から非常に余市がワインツーリズムで注目

されている現状を踏まえて、余市に来ると今まで

は２時間、３時間でバスツアーで帰ってきたお客

様も交流が生まれて、余市に長く滞在することに

よって、先ほど言われていた543件の空き家、それ

も少しでも埋まる可能性があるのではないかと。

その数日間を北海道一のワインブドウの産地、先

ほど町長も言われていました日本一のワインブド

ウの産地の余市町からの発信力として、１日３時

間のワイン会ではなくて、２日、３日ないしそう

いう期間で中央公民館のあのれんがづくりを余市

のワイン城と見立てて全国に発信して、余市町に

千歳空港から来てもらえるような、世界から余市

に来てもらえるような、そういったビジョンを考

えていただきたいと思います。 

 また、ここの２番はちょっと長くて申しわけな

いのですが、財務省の都市農山漁村交流活性化機

構のふるさと体験ルートガイドの中でもワインを

取り組んだまちづくりで非常に参考になる場所も

あります。また、余市の地形と似ている美瑛町、

こちらは美瑛川の川下りをして、マウンテンバイ

ク、クロスカントリーをして、十勝岳を登山して、

この美瑛町に滞在する。東京から東京国際空港で

空路旭川空港95分、連絡バス35分、ＪＲ富良野線

で美瑛まで33分、これは非常にこの余市と似てい
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まして、東京国際空港から千歳まで90分、千歳か

ら札幌まで40分、ＪＲ余市まで１時間ということ

で、こういった全国でも発信されている町と余市

も全国から来る可能性がたくさんあるのではない

かということで、そういったツアーのプランも今

後検討していただきたいということで２番は終わ

らせていただきます。 

 ３番目なのですが、道の駅の今後のビジョンで

すが、これは今は産業建設常任委員会さんでいろ

いろな議論、また町長の第４次の総合計画等にも

考えておられるとおりありますので、私のほうか

らは今のところ物販の面積がちょっと少ないのか

なという声がやはり多いのです。それと、今あそ

この部分では今後の中長期計画がございますし、

販売面積を、他町村の実例がすばらしくいいとは

言いませんが、ニセコも活性化になっていますし、

赤井川の道の駅等も非常に入り込み数、また販売

売り上げ等も村の財源を押し上げる勢いで、波及

効果をもたらしていますので、道の駅の部分に関

しましては物販の場所も狭くて、まだまだ町内に

は水産加工、農産物等、多種多様な農産物、水産

物がありますので、ぜひその部分では町民の中で

も公平に取り入れていただいて、物販スペースを

多くするとか、そういった考えを持っていただき

たいなという質問をさせていただきます。 

 ④番目に、フィッシャリーナのＰＲ増なのです

が、これは余市にとって非常に札幌都市圏の企業

なんかの方々が喜んでいる反面もったいないなと

いう声が多く聞こえます。なぜかというと、小樽

にもあるこのスペース、余市にもあるスペース、

これは札幌から来る時間を計画する上で非常に１

日有効にしやすい。または、大体ヨットや船所有

している方はある程度お金を持っている方で、ま

た企業の中においてもある程度柔軟に活用できる

資金がある方が多いと聞いております。そんな中

で、今現在スペースがあいていると思うのです。

もったいないと。ここの部分でもっともっとふや

すことを努力していただきたい。そのことによっ

てフィッシャリーナの活用が余市町の定住をどん

どんＰＲできる要因にもなると考えます。という

のは、札幌からヨットやクルーザーを乗りに来る

方々がブリ釣りだとかホッケ釣りですとかいろい

ろな釣りをするために来るのですが、毎日毎日帰

っているよりちょっと泊まれる、またはグループ

で余市の空き家を所有するなど、そういったこと

もできればなと。会社の福利厚生で、会社の経費

でという話をされている方もおりました。私は、

この余市町にとってフィッシャリーナの活用も非

常にプラスにはなるのでないかということを思っ

ております。その部分で、あいているスペースが

今どのぐらいあるのか。それと、今滞在の船やヨ

ットはどのぐらいあるのかを再質問させていただ

きます。 

 ５番目、最後ですが、町内外の観光に関係して

いる方々や１次産業の方々の観光振興に関する協

議会の開催をすべきではないかという質問です

が、これにつきましていま一度、「マッサン」、

「マッサン」と言われて、終わって二、三年たち

ました。ここで、終わった後ですから、今後どう

していくのかをやはり農業、漁業の生産者を含め

た中で協議会を持っていただきたい。 

 件名２、高齢者と除雪対策について。こちらは、

町長の言われていることはある程度わかります

が、実際問題除雪サービス事業で今人も足りてお

られないということもあり、また雪友会のメンバ

ーもどんどん、どんどん減ってきております。そ

の要因として、町民の方々の中で十数件断られた

という、高齢者の方が除雪をお願いしたのだけれ

ども、断られたという方、これは議員何人かも私

も聞きましたし、とにかくこの置き雪対策で余市

町から離れる方も実際多いのです。先ほど空き家

543件となっていましたが、正直言いますとあの雪

で、もう病院も入らないといけないし、余市から

出るという声もたくさん聞いております。15セン



－84－ 

チの、町長は先ほど言っていましたが、手ではね

るということは限界がございます。私方も重い雪

をスコップでやるとなると、なかなか時間もかか

りますし、それが75歳、80歳、90歳になると非常

に自分でやるにしても、除雪サービスの事業でお

願いする方にしても重労働な面が多々あります。

それで、機械である程度年齢に応じた、80歳にな

ったら80歳の棒を立てて、そこは玄関間口の除雪

を一生懸命頑張る、そういった優しい除雪に対す

る取り組みを余市町も率先してやるという考えは

ないか再度質問させてください。 

 あと、２番目に、４ブロックに分けて除雪懇談

会が開催されていると聞きますが、本当に高齢者

の方々が除雪のことを懇談会のときに質問して

も、検討しますということを毎年言われていると

いう現状があるという声が多いのです。そのこと

について真摯に受けとめて、懇談会で上がったこ

とは、検討するもそれが二、三年たって、５年た

っているのか、または何歳までは余市町で何とか

この対策について前向きに実施するのだという考

えをぜひ検討いただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、冬のイベントの関係、これは先ほども答

弁させていただきました。昨年度から小樽観光協

会とのコラボで余市ゆき物語が実施されていると

いう部分、そしてまた「マッサン」を契機に駅前

のイルミネーション等もやっています。これらに

つきましても今後小樽でもかなり冬のイベントが

多い、ニセコ、倶知安方面でもいろいろな部分や

っているという中では、私どももこのあたりどう

にかコラボして連携をとれないかという部分は模

索して、広域連携をしっかりとりながら、観光客

が減るという冬の時期にも何とかそういった中で

イベント等を開催するものができないかなという

ふうに模索しているところでございますので、こ

れらにつきましては引き続き新たな連携、さらに

は協議検討も進めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 それと、２点目のワインの部分のワインツーリ

ズムの関係です。これは、登地区でワインツーリ

ズム、独自にこれはワイナリー等農家の方々が企

画してやって、かなり好評を博しているというふ

うにも伺ってございます。これにつきましては、

行政は関与してございませんでしたが、今後今の

ワインツーリズムの事業に国の加速化交付金を含

めて何とか町としても接点を持てるのかどうかと

いう部分は検討していきたいと思っていますし、

ワインツーリズム、フットパス含めて、収穫にも

かなりの方々が来て、ボランティアでやって、そ

してまたその希少価値のワインを醸造されたらい

ただくというような部分も聞いてございますの

で、そういった中では今後このワインツーリズム、

登地区を含めて行政としてどうかかわっていける

のかという部分は積極的に模索していきたいと思

っております。 

 それと、ワインを楽しむ会は、先日私も出させ

ていただきました。２月の最終土曜日ということ

で、余りこのごろはＰＲもしないような形の中で、

プラチナチケットになってきているというふうに

も思っております。しかし、これは生産者みずか

らの会で運営しているところでございまして、こ

れに３年ほど前ですか、町としてもかかわりを持

たせていただいたと。それまでは、ずっと農協会

館の２階で生産者みずから全てやっていたという

部分でございまして、私はこの人数的に含めて農

協の会館ではなくて、行政もかかわった中で公民

館で開催したらどうだという中で今こういう形に

なってございます。しかし、これでもまだ場所的

に狭いような状況になってきていまして、今後ど

うしていくのかという部分、私もちょっとそのあ

たり頭を悩ましているところでございます。 

 それと、二、三日の開催と。確かに発想として

は、あれだけ好評なものを１日ではなくて２日、
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３日という形の中では物理的にはもちろん私も同

感でございますが、これは生産者がみずからやっ

ていくという中で、行政と幾らかかわりを持って

も連続して２日、３日というのはちょっとあの時

期に無理かなという気もいたしておりますので、

これは何とかあの冬の時期だけではなくて、夏場、

秋、そのあたりでもう一回違う時期にできないか

なということは、私担当課長にもそのあたり含め

て生産者の会と話を持ったらどうだという形は指

示をしているところでございます。これは、私も

先日出たときに、毎年会う方、東京から来ました

と、町長、また来ましたという方おりますし、顔

を知らない方というのはいっぱいいますので、町

外の方もかなり、小樽開建の方々も来ていますし、

道庁の幹部の方も来ておりまして、そういった中

で非常に好評を博している会だなというふうに思

ってございますので、何とか違う時期にもできな

いかという部分を模索しているところでございま

す。 

 それと、道の駅の関係、これにつきましては平

成10年に開設して、当初は道路施設としてトイレ、

駐車場等の整備をどうするかという中での部分で

やってきたもので、今はかなり直売という形の中

での道の駅みたいな形になってきて、そういった

意味ではご指摘のとおり今後何とかそういった部

分を広めていかなければならないという部分でご

ざいまして、平成27年度から協議会の中で協議を

させていただいておりますし、29年度につきまし

てもそういった中でしっかりと方向性を模索して

いきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

 次のフィッシャリーナの関係、この部分は先ほ

ど申し上げました。新たなパンフレット等もリニ

ューアルしてつくってございます。それと、利用

実績の部分でございますが、利用期間によっても

変わっておりますが、ここ数年は３分の１程度は

あきがあるというような状況でございますので、

先ほど申し上げましたパンフレット等を含めてＰ

Ｒをしていきたいというふうに思っているところ

でございます。 

 それと、１次産業と観光産業との連携、このあ

たりは今いろいろな中でまち・ひと・しごと創生

総合戦略の策定委員会の中でもいろいろな業種の

方、さらには関係機関、団体の方が来ていただい

て、新規就農も含めて、観光に特化したものでは

ございませんが、そういった取り組みも進めてい

るところでございます。そういった意味では、中

央水試と町との懇談会から始まった勉強会も今は

漁業、そして漁協、農協、商工会議所、観光協会

等を含めてだんだん、だんだん大きくなっている

ところでございます。そういった中で、おっしゃ

るとおり、行政だけで計画をつくるのではなくて、

専門家のいろいろなお話を聞きながらしっかりと

した１次産業の振興、さらには観光産業の振興等

に努めていかなければならないというふうに思っ

ておるところでございます。 

 いずれにいたしましても、この１番から５番、

議員からのご指摘、ご質問等いただきましたが、

もう少し私どもにしても全て行政ではなくて、観

光に携わる方々、そしてまたそういった飲食業等

に携わる方々にもいろいろなまた提言もいただき

たいと。行政が全て主導してやっていくという部

分ではなくて、そういった部分もお話もいただき

たい、ご提言等も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。 

 それと、雪の問題でございます。これにつきま

しては、確かにこの置き雪の問題というのは、北

海道どこの都市においても大きな課題だというふ

うに思っております。そういった中で、高齢者等

の除雪サービス事業を実施して、28年度で72世帯

が利用されている。これも当初かなり厳しい条件

もございました。町内に親族等がいる場合はだめ

だったのですけれども、いろいろな要件の緩和の

中で一定の要件があれば町内にそういった親戚が
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いてもという中で、平成27年度からは少しでも使

いやすくはなってきているというふうに思ってご

ざいます。しかし、一概に年齢だけで、80歳にな

ったら全部そこへ行きますよというふうにはなか

なかいかないというのも現状でございます。 

 また、ボランティアの部分、これは雪友会が有

名でございますが、北星高校、余市紅志高校、そ

してまた先日も私の近所でも公営住宅やっていま

したけれども、旭中学校等のボランティア等もご

ざいます。これは、自慢するわけではございませ

んが、役場の管理職懇話会、さらには職員組合等

でもやってございます。私は、こういった部分一

気に全てお年寄りの置き雪問題解決できるとは思

ってございませんが、こういった輪を広げていく

ことも大きな地域づくり、共助という部分から必

要の部分なのかなというふうに思ってございま

す。そういった中では一気に解決とはいきません

けれども、地域での助け合い、こういった中での

面もしっかりとボランティアの芽も育てながら、

ご協力を願いながら、制度としても少しずつでも

充実、使いやすいようにしていきたいというふう

に考えてございます。 

〇17番（茅根英昭君） まず、１番目の冬期間の

イベント事業なのですが、町長が言われているこ

とも非常にわかります。実際ナイトツアーのとき

もそうなのですが、２月14日、２月28日、２回と

も開催されています。たまたま小樽から追加メン

バーの３名が来られて作業を手伝っていました。

余市からの参加者がちょっと少ないかな、ちょっ

とというか、大分少ないかなというふうにも見ら

れていましたので、ことし冬の開催でまたこちら

がやるということで実施になった場合は、余市町

からの参加者、協力者もＰＲして、少しでも多く

町をにぎわっていただきたいと思います。 

 ２番目なのですが、町長は加速化交付金を活用

しながら、ワインを楽しむ会も参加して、２日、

３日は厳しいというふうに思っているということ

で答弁されました。それもわからないわけではな

いのですが、北海道一、日本一のワインブドウの

産地ということで、やはり一歩前出て、一歩踏み

込んだ中で、その３時間だけではなくて、滞在型

をより多くすることで余市の魅力をもっともっと

知ってもらう。また、余市の飲食店の中でも波及

して、経済交流、経済対策を増してもらうという

ことで、今後のビジョンの中で加速化交付金の活

用も視野に入れながら、日本一のワインブドウの

産地、北海道一のワインブドウの産地として、新

しい考え方もひとつ検討していただきたいと思い

ます。 

 道の駅はよろしいです。 

 ４番目なのですが、新しいパンフレットもでき

るということで、非常に楽しみにしております。

私よりも利用している方がもっともっとＰＲした

いのだけれどもなという声をよく聞いていますの

で、それは非常に喜ぶ方も多いと考えます。ぜひ

ホームページもリニューアルされて新しくなりま

すし、この件に関しましてもどんどん、どんどん

大企業、中小企業を問わず余市のフィッシャリー

ナのＰＲをしていただきたいと思います。 

 利用している人の中で、小樽にはない余市にあ

ったらこれいいのだよという、魚をとってきたら、

船着いたらすぐ着いたところに流しがあったらい

い、そういった細かいことも小樽にはなくて余市

ではできる、その柔軟な対応は利用者さんが非常

に喜ぶ。または活性化してヨットが、ボートが１

艇でも10艇でも多くなれば、これは町の活性化と

してはどんどん、どんどん経済波及効果が増すと

いうことも考慮して、利用者さんの声も含めて、

アンケートをとるなり、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 最後なのですが、雪友会さん、旭中さん、北星

さん、組合さん等本当に皆さん頑張っていられる

なと感心しています。ただ、ここ非常にひとつ考

え方として区会というのも、先ほど町長が輪とい
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う話をされていました。そうなのです。輪なので

す。雪だけをとって帰ると見守りだとか、例えば

除雪に関しても雪とって帰ったら除雪で終わって

しまうのです。ただ、区会の人もどんどん、どん

どんこの中に協力してもらうことによって、新聞

が多い、ここ何かちょっと変だなと、そういった

ことも町はどんどん、どんどん考えるべきときに

なっているのかなと。区会単位、区会に対しても

どんどん、どんどん除雪サービス事業で協力して

もらうような形も考えていく時期に差しかかって

いるのかなと私は考えております。これがひいて

は区会内での横のつながり、また声かけ運動等に

もつながって、非常に温和な優しい除雪対策にも

余市町も波及していくのではないかなと考えてお

ります。 

 以上、再々質問で終わります。 

〇町長（嶋  保君） 17番、茅根議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 まず、イベントの部分のご質問でございます。

確かにこの部分私どもインターネット等で見てご

ざいましたけれども、多分に余市の参加者という

か、ボランティア等が少なかったというのは、や

はりＰＲ不足もあるのかなという反省もしている

ところでございます。そういった中では、イベン

トを立ち上げる、そしてまたそれに対するＰＲ等、

準備等の部分もこれはしっかり取り組んでいかな

ければならないという部分でございます。 

 また、ワインの部分でございます。もう一歩踏

み込んだ中での事業展開というお話もいただきま

した。これは、加速化交付金というよりもワイン

ツーリズムの中で、そういった中で何とか独自で

登地区でやっている事業に私どももコミットして

いけないのかなというような検討もしているとこ

ろでございます。そしてまた、先ほども申し上げ

ました。２月のワインを楽しむ会だけではなくて、

時期をずらした中でのああいったイベントがもう

一つできないのかなという部分もございますの

で、まち・ひと・しごと創生総合戦略の３本のフ

ィルターの中の大きな一つでもございますので、

これはしっかりと強みを生かした中で事業展開を

していきたいというふうに思ってございます。 

 また、フィッシャリーナの問題でございます。

これにつきましては、確かにすばらしいあそこか

らの景観、そしてまた余市の海岸線というすばら

しい部分もございます。これらは、やはり既存の

漁業者との調整もしっかり図っていかなければな

らないというのは、大きな大前提があるというふ

うに思ってございます。これは、あといろいろな

中では利用者等々含めては定期的に行政と懇談を

しているところでございます。 

 それと、最後の雪の問題でございます。これは、

本当になかなか特効薬、全て何歳以上のところは

町でやればという形はもちろんそれで解決するわ

けでございますが、なかなかそういうふうにはな

ってこないという部分ございます。そういった中

では、先ほど申し上げましたが、高齢者除雪の制

度、これをしっかりと今後もいろいろな使いづら

い点があれば手直し、そしてまた展開をしていき

たいというふうに思ってございます。 

 おっしゃるとおり、私は地域の中での共助とい

う部分で区会の結びつき、地域の結びつきという

部分、これは私のところはあれなのですけれども、

100メートルぐらいあるのですけれども、たまたま

除雪機が私のところと端っこの方もいますので、

そこはお互い半分ずつやったりなんだりして、中

のお年寄り等にも喜ばれておりますけれども、そ

こまでとは申しませんが、やはり区会の中でも行

政で手の届かないところはちょっと手伝ったりと

か、そういうこともあればうれしいなというふう

に思っているところでございますので、私どもも

これからのまちづくりそういった中で地域と地域

がしっかり支え合うような仕組みづくりもしてい

きたいというふうに考えております。 

〇議長（中井寿夫君） 茅根議員の発言が終わり
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ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明９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 １時４９分 
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