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平成２６年余市町議会第１回定例会会議録（第４号）

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 ３時２０分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２６年３月１０日（月曜日）      

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開     議             

平成２６年３月１４日（金曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１７名）       

  余市町議会議長 １７番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 佐 藤 一 夫 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 溝 口 賢 誇 

      〃      ６番 岸 本 好 且 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ９番 彫 谷 吉 英 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １１番 白 川 栄美子 

      〃     １２番 土 屋 美奈子 

      〃     １３番 中 谷 栄 利 

      〃     １４番 佐々木 正 江 

      〃     １６番 安 宅 俊 威 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  佐々木   隆 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

    行 政 改 革 推 進 課 長  (企 画 政 策 課 長 兼 務 ) 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  細 山 俊 樹 

  高 齢 者 福 祉 課 長  永 井 克 憲 

  保 健 課 長  小 俣 芳 則 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  須 藤 明 彦 

  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  澤 辺 成 徳 

  水 道 課 長  久 保   宏 

会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  山 本 正 行 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  東   倫 宏 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  （総務課長併任） 

  監 査 委 員 事 務 局 長  川 村  真 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  主         任  小 松   暁 

  書         記  阿 部 航 大 

〇議 事 日 程            

      平成２６年度町政執行方針     

      平成２６年度教育行政執行方針   

  第 １ 議案第 １号 平成２６年度余市町 

      一般会計予算           

  第 ２ 議案第 ２号 平成２６年度余市町 

      介護保険特別会計予算       

  第 ３ 議案第 ３号 平成２６年度余市町 

      国民健康保険特別会計予算     

  第 ４ 議案第 ４号 平成２６年度余市町 

      後期高齢者医療特別会計予算    

  第 ５ 議案第 ５号 平成２６年度余市町 

      公共下水道特別会計予算      

  第 ６ 議案第 ６号 平成２６年度余市町 

      水道事業会計予算         

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成26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。 

 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、議案第１号な

いし日程第６、議案第６号までの議案６件を一括

議題といたします。 

 本日は、ただいま一括議題となりました平成

26年度余市町各会計予算並びに先般行われました

町政執行方針と教育行政執行方針に対します代表

質問を行います。 

 なお、代表質問は会派による代表質問にて行う

ことの申し合わせがなされており、その発言順位

は、１番、新自治研究会、２番、明政会、３番、

日本共産党議員団、４番、よいち未来、５番、公

明党、６番、明友会と決定されております。 

 発言時間は、各会派40分以内の持ち時間にて取

り扱うこと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、そのように決定いたします。 

 なお、持ち時間５分前にベルを鳴らします。 

 それでは、ただいまから代表質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位１番、新自治研究会代表、議席番号１

番、野呂議員の発言を許します。 

〇１番（野呂栄二君） 平成26年第１回定例会に

おきまして会派を代表しまして次のとおり質問い

たします。 

 ここ数年前から我が国においては、成長型社会

が終わりを告げ、大きな転換期にあり、この先成

熟型社会に向かうという言葉を耳にします。社会

が変わるのであれば政治や行政、さらには経済の

あり方も変化させなければなりません。成熟社会

という言葉は、ともすれば安定、安心に推移する

安定的社会、あるいは豊かに円熟した社会が確立

すると思われますが、果たしてそうでしょうか。

特に国及び地方自治体は、安定社会の構築のため

具体的政策をみずから立案し、実行する責任を負

うことが必要であります。さらに、同時に地方自

治体は、地域住民に対し政策の過程や実行の成果

を公表しなければなりません。しかし、現実は、

地方自治体は独自の自主財源に乏しく、地方交付

税や補助金を活用して収支のバランスを図ってい

ることは言うまでもありません。幾ら地方自治体

が地域住民のため必要政策を立案しても、あるい
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は反対に地域からの要望があったとしても実現は

不可能なものになってしまいます。今置かれてい

る地方自治体の現状がまさしくこのとおりである

と思っております。政策の実現ができなければ、

成熟社会を確かなものにするという住民との約束

は果たせないことになります。また、多くの住民

要望があっても達成することが困難であります。

このことを考えてみると、活力のあった最盛期の

時代に終わりを告げ、後退停滞型社会の到来と位

置づけられるのではと思われてなりません。 

 毎日のように報道される事件、事故にはその数

に驚かされており、安心社会は遠のいた感もあり

ます。さらに、福祉と社会保障を考えてみても高

齢化が進む中で年金の削減、生活保護費の減額見

直し、医療、介護保険制度の改悪など、福祉切り

捨て政策と言わざるを得ません。一方、原発事故

後、自然災害を含めどう身を守るのか検証や協議

が先送りの中で方針が決まってしまうことや近年

の気候変動が原因と思われる事故、災害など社会

全体が暗く重苦しい感じさえするのは私だけでし

ょうか。４月１日からは、消費税が５％から８％

になります。特に地方で生活する者にとっては、

都会に比較しても所得が低く、これでは今以上の

生活不安を助長してしまいます。いわゆる生活苦

と不安が同時に進行してしまいます。我が国全体

で考えてみると、社会が持っている活力や生産能

力が低下してしまうのではないかと危機的感覚さ

え持つところであります。 

 現実的に我が国の人口は減少に転じ、地方はそ

の影響を最も強く受けていることは言うまでもあ

りません。地方は、都市に比べても経済活動のパ

イが小さいからであります。本町の人口推計を見

ても行く末には明るさが見えません。人口減少は、

国内の国民経済が弱まり、その規模は縮小してし

まいます。同時に国全体の経済成長率を着実に伸

ばすことは当然無理であることは言うまでもあり

ません。今後は、国の作成する経済計画が我が国

の命運を左右すると言っても過言ではないのでは

ないでしょうか。このままでは企業は未来のない

場では活動ができません。大企業や中堅企業、さ

らに力のある小企業にあっては、その活動の場を

海外に求めてしまいます。 

 一方、地方経済をどうするのか、積極的な政策

をどう打ち出すのか、重要な課題となってきます。

当面地方の課題の中で重要視されるのは、地域社

会の仕組みをどのように変化をさせ、構築してい

くべきかであります。地域の活力を最大に活用し、

成熟社会の原点である自主、自立を促し、内に秘

めている活力を生み出す工夫が必要ではないかと

考えます。 

 あわせて急激に進む高齢化問題についてであり

ます。制度そのものがあっても高齢化のスピード

に対する制度、政策づくりが進まない現状をどう

するのか。その基本は、地方自治体と地域に住む

者が自発的に考えなければ安心社会を生み出すこ

とはできないことは当然であります。国の指導や

指示を待っていては遅過ぎ、指示待ち地方自治体

では地方は疲弊してしまいます。ここ数年の急激

な人口減少や地域経済の落ち込みを考えてもその

余力は失われつつあります。 

 地方分権改革において成熟社会の求めるもの

は、国民の広い理解のもとに自分みずからの幸せ

を追求しつつ、能力を最大限に発揮し、その能力

を地域社会に還元することだと思っております。

もちろん我が国特有の組織や集まり、集団に力を

かりることも必要であるのではないかと思ってお

ります。 

 以下まちづくりの基本として次のとおり７点質

問をいたします。 

 まず最初です。地方分権という言葉そのものが

一般に関心がないのではないでしょうか。つまり

分権問題は官と官の問題であり、成熟社会に向け

ての柱であることの説明不足が地域を転換させ、

発展するための歯どめをかけているのではないで



－140－ 

しょうか。 

 次です。成長、停滞、成熟社会への移行する時

期にあると言われている今、地方も大きく変わら

なければなりません。このことに合わせた新しい

地方自治体の構築をどのように考えておられるの

か。 

 次です。地方自治体の役割は、その制度を動か

す職員であります。したがって、制度そのものが

機能するか、しないかは行政担当者の意識と努力

にかかっています。このことについてどのような

見解を持っておられるのか。 

 次です。企業や産業が低落傾向にある今、雇用

の空洞化現象が起きているわけで、これらに対処

するためどう地域活性化の計画を作成していくの

か。 

 次です。大幅な人口減少や高齢化の進む危機的

な状況の中では、住民より行政がその先頭に立た

なければ問題は解決しないわけで、地域の資源の

一つに人材活用があります。まずは、地方自治体

職員の能力開発と活用がスタートラインでありま

す。このような意識に立っておられるのか。 

 次です。新たな地方の構築について。住民と地

方自治体の信頼等持たなければなりません。中で

も地方の発展の基盤である土地利用については、

その多くが国、都道府県の許可制度であり、あわ

せてかなりの制約を受けています。これでは地方

自治体が地域課題に積極的に取り組むことができ

ません。地方自治体にこの権限を付与すること、

言いかえれば土地利用の規制等の責任、利用を地

方に移すこと、これによって特色のある地方がで

きるのではないでしょうか。 

 最後です。財源の移譲であります。東日本大震

災から３年がたちます。災害復興復旧のおくれが

目立ち、あちこちから国、地方自治体への不平、

不満の声が聞こえてきます。特に国の対応のあり

方については、旧来型の政治主導であり、このま

までは地方が自然消滅の方向に向かってしまいま

す。財源と権限を地方に移譲し、独自の政策を展

開することこそ成熟社会へ移行することに必要で

あると考えます。 

 以上、見解を求めて、代表質問といたします。 

〇町長（嶋  保君） 新自治研究会代表、１番、

野呂議員のご質問に答弁申し上げます。 

 最初に、成熟社会を迎える中での地方分権の認

識の問題であります。議員のご質問にもあります

とおり、地方分権改革においては国民の広い理解

やみずからの能力を最大限に発揮して、その能力

を地域社会に還元すること、そのことにより住民

と行政が互いに力を合わせながら、住みよい地域

社会をつくり上げることが必要であると考えてお

ります。こうした中で、地方分権という言葉の持

つ意味が一般にはまだまだ浸透しておらず、十分

に関心を持たれていない面がございます。しかし

ながら、地方分権時代にあっては、議員ご指摘の

とおり、国の指導や指示を待つ自治体ではなく、

みずからが地域の課題を見つけ出して解決してい

く自治体へと転換を図っていくことが求められて

おります。 

 この間私は、町政懇談会を初めさまざまな機会

を通し、地方自治体が国の指示を待って仕事をす

る時代は終わったこと、これからは住民と行政が

力を合わせて主体的に地域づくりを進めていくこ

とが求められること、そして全国画一ではなく、

それぞれの地域の実情や特性を踏まえた自主的な

まちづくりが必要であることを町民の皆様に申し

上げてまいりました。しかしながら、地方分権の

意義を広く理解していただくためにはまだまだ説

明が不足しており、成熟社会における地方分権の

意義について町民の皆様の関心を高めるべく、今

後も機会を得ながら対話を重ねてまいりたいと存

じます。 

 次に、成熟時代に対応し得る地方自治体の構築

についてでございます。高度成長時代から成熟社

会へ時代は大きく変貌しています。地方自治体も
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時代の変化に応じた役割が求められているところ

であります。時代の要請に合わせた組織体制づく

りが必要なことは当然でありますが、同時に成熟

社会において地域住民の要望がどこにあるかを的

確に把握し、課題解決を図っていく地域住民に根

をおろした組織を構築していくことが必要である

と考えております。 

 次に、地方自治体が機能するための行政担当者

の役割についてであります。私は、今成熟社会に

おいて地方自治体が地域住民の要望がどこにある

かを的確に把握し、課題解決を図っていくことが

必要であると申し上げました。このような地域住

民に根をおろした仕事を担っていくのは、言うま

でもなく職員一人一人であります。したがって、

まずは職員みずからが地方分権の意義を理解し、

指示待ち、指導待ちではなく、みずから町民の中

に入り、町民の声を聞いて課題解決を図るような

地方分権にふさわしい自治体職員へと変革を遂げ

ていかなければならないものと考えております。

今後とも職員に対し機会あるごとにそのことを申

し上げ、職員と対話を重ねながら、地方分権時代

にふさわしい自治体職員の育成に取り組んでまい

ります。 

 次に、地域活性化についてですが、本町の基幹

産業である農漁業を取り巻く環境には厳しいもの

があり、また駅東地区等の大型商業施設や郊外型

大型店の新規出店、さらには量販店の競争激化な

どにより既存商店街の空洞化も進んでいる状況に

あります。さらに、人口減少と少子高齢化の進行

等により地域における購買力の低下も懸念される

ところであります。こうした中、地域の活性化を

図るためには、町はもとより経済関係の各機関団

体、さらには町民が一体となって本町の持つさま

ざまな資源を見直し、本町の魅力を最大限に引き

出す努力が必要であります。地域を元気にする原

動力は、地域に根差した住民の創意工夫であり、

そうした観点から地域活性化につながる種々の計

画を策定していくことが求められると考えます。

このことから本年度におきましては、本町基幹産

業の特性を生かした６次産業化の一層の推進を図

るとともに、連続テレビ小説「マッサン」放映を

機にした余市町の魅力の全国発信、余市観光協会

再編整備への支援など、さまざまな角度から地域

が一体となって町を元気にするための仕組みづく

りに取り組み、地域活性化につなげてまいりたい

と考えております。 

 次に、職員の能力開発と活用についてでありま

すが、地方自治体職員は限られた経営資源の中で

創造性豊かな行政サービスを行うことが求められ

ています。このため職員一人一人の業務遂行能力

を高めるため、外部講師を招いての職場内研修を

初め自治大学校、市町村アカデミーへの派遣、関

係団体の主催する研修の積極的な活用、さらには

北海道との職員相互交流を通じて職員の意識の向

上や能力開発を図るとともに、効果的な行政運営

が可能となる柔軟な組織づくりに努めてまいりま

す。 

 次に、土地利用の規制等に関するご質問でござ

います。土地利用につきましては、まちづくりを

進める上で非常に重要な要素であると認識してお

ります。土地利用に関しましては、さまざまな関

係法令等による規制、基準がありますが、地域を

大きく農業地域と市街地地域に分類した場合、農

業地域については農業振興地域の整備に関する法

律や農地法等により農業振興地域の計画的な整備

と農業の健全な発展や優良農地の保全等について

規定されており、また市街地地域については都市

計画法や建築基準法等によって都市の健全な発展

と秩序ある整備、環境の保全や利便の増進にかか

わる規定等が定められており、地域整備により土

地利用を図る場合には一定の制約等を受けること

になります。一方、地方分権の時代に入り、さま

ざまな法令等による事務手続の権限移譲が進めら

れてきておりますが、規制や基準等の多くは法令
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や政令により具体的に定められ、その基準等によ

り土地利用を図ることが求められていることか

ら、今後におきましてもそうした基準等に基づき、

いかに本町の特性や課題に応じた土地利用を図っ

ていくか十分検討し、長期的かつ総合的な視野に

立った地域整備を進めていく必要があるものと考

えております。 

 次に、財源と権限の移譲についてであります。

議員ご指摘のとおり、地方分権時代にあっては国

からの指示待ちではなく、地方みずからが考え、

実行する主体的な地域づくりが求められておりま

す。しかしながら、地方自治体が主体的に地域づ

くりを進めるためにはそれに見合う権限と財源と

が必要となりますが、現状では権限、財源とも十

分とは言えず、今後とも町村会等を通して国に対

し地方分権時代にふさわしい権限移譲、財源の確

保を求め、成熟社会における持続可能な地域づく

りを進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 

 以上、新自治研究会の代表質問に対する答弁と

いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 新自治研究会代表、野呂

議員の発言が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時２２分 

再開 午前１０時３２分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 代表質問を続行いたします。 

 発言順位２番、明政会代表、議席番号５番、溝

口議員の発言を許します。 

〇５番（溝口賢誇君） 平成26年余市町議会第１

回定例会に当たり、余市町行政執行方針並びに余

市町教育行政執行方針に対し、明政会を代表して

町政の主要課題について順次質問をしてまいりた

いと思うので、町長、教育長におかれましてはご

答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 第１に、町政の基本問題についてであります。

町長の政治理念についてお尋ねいたします。町長

は、平成22年９月、町民の圧倒的な支持を受け当

選されました。それは、町民が旧来の町政の継続

ではなく、変革と刷新を求めたからであり、新し

いまちづくりを町長に求めた結果であります。町

長就任以来３年半がたちました。その間平成23年

３月11日には東日本大震災が発生し、３年が過ぎ

ようとしています。28万人の避難者の方が自宅に

帰れずにいます。いまだ収束を見ない原発事故は、

事故原因の究明が終わらないまま再稼働へとシフ

トしています。昨年７月には参議院選が行われ、

衆参のねじれが解消され、政府与党の独走体制と

なっています。２月８日には平和の祭典である冬

季オリンピックがロシアのソチで開催され、日本

選手の活躍も記憶に新しいところですが、ウクラ

イナの政権崩壊、それに伴うロシア、ウクライナ

のクリミア半島をめぐる軍事衝突の危険性の高ま

りで、日本も政治、経済の両面で多大な影響を受

けるおそれがあります。 

 新しい地方の時代、地方分権の名のもと地方へ

権限の移譲が進められていますが、この裏づけと

なる財源の移譲が思うように進んでいません。目

まぐるしく変化する社会経済情勢は混迷を深め、

いまだ明確な指針を示さずにいる中、地方自治体

は苦境に立たされたままであります。混沌とした

政治、社会経済情勢の中、財政再建推進を基調と

する財政基盤の確立と低迷する地域経済の基盤の

確立はいまだ道筋が見えないように思えますが、

実現可能なものと受けとめてよろしいものかお伺

いします。 

 町長就任以来町政におけるコンプライアンス上

のさまざまな問題が浮上しております。町政にと

って最も重要なものは、町政に対する町民の信頼

を確保することであります。コンプライアンスに

おいては、法令だけでなく、倫理や社会的規範な
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どについても遵守の対象となり、特に行政の現場

では想定外の問題が発生したり、職員一人一人の

判断が必要とされる場面もあります。職員には幅

広い法令の知識に加え、高い倫理観と使命感が求

められます。コンプライアンスについて町長の考

え方をお伺いします。 

 住民参加についてお尋ねいたします。町長は、

自治基本条例策定に当たりフルセット型の条例に

したい旨答弁されております。自治体の主権者は

住民であることを基本に置いて自治基本条例を捉

えなくてはなりません。二元代表制のもと行政の

意思決定機関である議会を含めた総合型の自治基

本条例が不可欠であると考えますが、ご見解を伺

います。 

 地方自治体が重要な施策を決定するに当たり、

住民の意思を直接反映させる民主的仕組みをつく

ることが必要であります。そのために二元代表制

を補完する制度として余市町住民投票条例の制定

も必須であると考えております。昨年私ども明政

会の藤野議員の代表質問に対し、自治基本条例制

定に向けた策定作業を進める中で国における検討

経過や他自治体の運用状況を参照しながら、導入

についての研究を進めるとご答弁されました。フ

ルセット型の自治基本条例制定には必要不可欠と

考えますが、自治基本条例策定準備委員会が開催

されることを考えると国の検討経過や他自治体の

参照は既に終了したと考えますが、町長のご見解

をお伺いします。 

 また、私ども明政会が提案しております自治体

や住民が求める理想の状態である政策目標と現状

の水準との乖離である政策課題の解消のため、新

規政策立案に対し広く住民の意見を求めるパブリ

ックコメント制度が一昨年から余市町でも導入さ

れました。制度が始まって２年が経過した中いま

だ町民に広く理解されず、コメント件数も多くあ

りません。制度の周知方法の検討や制度をわかり

やすく解説していく努力が今まで以上に必要であ

ります。さらに、公共事業を行うに当たり計画策

定の段階から広く住民や関係機関に情報を公開

し、意見を求めながら事業を行うパブリックイン

ボルブメントの導入について自治基本条例制定を

待たずに先行して導入すべきと考えますが、どの

ようにお考えかお伺いします。 

 行政情報の公開、すなわち住民との情報の共有

化は、行政の住民に対する説明責任確保に向けた

最大の基盤であり、積極的な開示が自治体に求め

られております。また、町長は町政執行方針で町

民との情報の共有化と情報公開を推進する旨発言

されていますが、行政から住民への説明責任を確

保するためどのような方策を考えておられるかお

伺いいたします。 

 第２に、財政問題であります。予算編成につい

てお尋ねいたします。平成26年度の政府の地方財

政計画の規模は83兆3,607億円で、前年度比１兆

4,453億円、率にして1.8％の増となっており、ま

た本町の平成26年度の一般会計歳入歳出予算総額

は81億2,000万円で、前年度比４億7,000万円、率

にして6.1％の増となっております。地方財政計画

は、地方自治体の行政運営の頼るべき方針を示す

ものとされておりますが、平成26年度における地

方交付税等の一般財源について社会保障の充実分

を含め平成25年度の水準を相当程度上回る額を確

保したとされておりますが、本町予算編成で財政

運営に生かされているか、まずご見解をお伺いい

たします。 

 自治体の貯金である財政調整基金は、一般的に

は標準財政規模の10％程度が適当とされておりま

す。余市町の標準財政規模を考慮した場合６億円

程度が適当と考えられますが、ご見解をお伺いし

ます。 

 第３に、地方自治体改革の問題についてお尋ね

いたします。アベノミクスによる経済の先行きの

明るさが期待されるものの、ばらまきによる財政

出動や金融緩和は一時的なカンフル剤にすぎず、
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第３の矢である民間投資を喚起する成長戦略が成

否の鍵となります。国債増大による財政規律の崩

壊も懸念され、さらなる少子高齢化社会の到来、

危機的財政状況、情報化の進展、価値観の多様化

によって自治体には時勢に即したさらなる変革が

求められます。 

 行政改革についてお尋ねいたします。平成22年

度を初年度として平成24年度までの３年間の集中

対策期間が平成25年まで１年延長されましたが、

実施検討項目はどの程度達成されたとお考えかご

見解をお伺いします。 

 行政改革は、期限を設けず今後も継続して行う

ことが求められます。行政改革は、まさに行政シ

ステムの改革であり、自治体内部の体質改善に至

るものでなければなりません。手続重視から成果

重視、予算重視から予算、決算重視への転向であ

ります。行政改革は、期限を設けずエンドレスで

行い、３年程度を期間とした中間報告をすべきと

考えますが、ご見解をお伺いします。 

 本町職員の倫理規程についてお尋ねいたしま

す。公務員倫理とは、かくあるべきと社会から期

待されている公務員の言動や意識であります。住

民の信頼なくして円滑な行政運営はありません。

本町においても不祥事や事務的ミスが続き、町職

員への信頼が低下しております。こうした中、町

職員のモラルとモラールの高揚が急務でありま

す。町職員の倫理やコンプライアンスに関する条

例制定の必要があると考えますが、ご見解をお伺

いします。 

 行政評価についてお尋ねいたします。行政評価

の導入の目的は、成果重視の試行、行政の効率化、

質の向上、説明責任の徹底、総合計画の進行管理、

職員の意識改革などが挙げられ、行政評価は行政

改革に不可欠な要素であります。行政サービスの

提供者の立場から現状をどのように捉えているの

かお伺いいたします。 

 ＮＰＭに基づく行政システム改革は、単純な経

済性や効率性の追求だけを目的とするものでな

く、絶えず行政運営の結果や成果を意識し、政策

や施策の推進を図らなければなりません。行政評

価を生かすためにはＰＤＣＡのマネジメントサイ

クルを前提とした業績評価システムの構築が必要

と考えますが、ご見解をお伺いします。 

 新公会計制度についてお尋ねいたします。公会

計制度の改革は、自治体の資産、債務改革等に資

するツールの整備と言われます。単にツールの整

備にとどまることなく、その次の段階を見越した

取り組みや工夫が必要です。単に提供されたモデ

ルに従った財務諸表の作成、公表にとどまらず、

住民に対する財務状況の適切な情報開示や庁内に

おける行政経営への活用をその目的とすべきもの

であると考えますが、ご見解をお伺いします。 

 地方自治体にとって住民にその年度の予算の使

い方だけでなく、将来の地方債の返済などについ

てわかりやすく示していくことが必要でありま

す。財務諸表の公表に当たっては、公会計に関す

る複式簿記、発生主義会計になじみのない住民の

理解に十分配慮して、わかりやすく説明責任を果

たすことが求められます。どのようにお考えかご

見解をお伺いします。 

 第４に、行政の問題であります。地域経済の振

興対策についてお尋ねいたします。アベノミクス

による経済の活性化が期待される中、地方にはま

だその波及効果があらわれておりません。まず、

本町の経済動向についてどのように認識されてお

られるのかお伺いいたします。 

 本町経済の基盤である農業、水産業振興対策と

北後志の中核である商工業振興対策などをどのよ

うに図られるのかご見解をお伺いします。 

 本町の数多い地域資源を生かすための戦略をプ

ランニングしなければなりません。これからの新

たな展開のために町民と行政による戦略会議の創

設が必要と考えますが、ご見解を伺います。商工

会議所との関係についてもあわせてお伺いいたし
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ます。 

 歴史的文化遺産、神秘的自然の景勝、これらの

恵まれた観光資源の素材のすばらしさを認識し、

観光協会と協力し、観光政策を具体化することで

地域経済の活性化に寄与するものと考えますが、

ご見解をお伺いします。 

 公共投資対策についてであります。社会資本の

充実整備を図ることは自治体の責務であり、かつ

経済的波及効果が期待できるものであります。財

政悪化と公共施設の老朽化が進む中で、公共施設

の安全確保や多額の補修、更新費用の問題が浮上

しております。余市においても橋梁や役場庁舎、

町営住宅等の公営施設の老朽化が進んでおり、今

後のインフラ整備は経済再生と財政再建の両立、

人口減少等の環境変化も踏まえ、選択と集中が必

要であると考えます。今後公共事業を開始あるい

は再構築する際には民間のノウハウ、資金を活用

したＰＦＩやＰＰＰの導入を検討すべきと考えま

すが、ご検討をお伺いします。 

 雇用対策についてお尋ねいたします。現状の厳

しい雇用情勢の中で若年者から高齢者までの雇用

状況、また女性の雇用状況を分析し、それぞれの

雇用情勢によって変化に対応できる町独自の雇用

対策がおありなのかお伺いいたします。 

 町独自の無料職業紹介事業、雇用相談総合窓口

開設事業への検討がなされておるのか。また、新

規卒業者の地元定着事業についてその方策をどの

ように考えておられるのかご見解をお伺いしま

す。 

 民生、環境対策についてお尋ねいたします。次

世代育成支援余市町行動計画の中で示されており

ます保育所の統廃合、そしてそれに伴う保育所の

新設、幼保一元化、民間への一部事務委託、指定

管理者への移行等について進展が見られません

が、どのようにお考えかご見解をお伺いします。 

 現在医療崩壊が地域そのものの崩壊につながり

かねない状況となり、医師不足、看護師不足など

医療従事者不足、救急医療の不採算など公的病院

を取り巻く情勢は厳しさを増し、経営状態は好転

する糸口を見つけられずにおります。地域におけ

る必要な医療体制を確保し、良質な医療を継続的

に提供できる体制の確保は、行政の責務でありま

す。また、住民の生命と財産を守ることは、行政

の最大の責務であると考えますが、ご見解をお伺

いいたします。 

 水道事業についてお尋ねいたします。余市町水

道ビジョンにおいて取り組むべき目標として、水

安全計画の策定及び危機管理体制の強化を盛り込

んでおりますが、実現についてご見解をお伺いい

たします。 

 上水道事業の経営の経済性、効率性、有効性の

観点から、浄水場の統廃合や管網の一元化の検討

をなされておられるのかご見解をお伺いします。 

 広域行政の問題についてお尋ねいたします。人

々の価値観も多様化し、自治体へのニーズも高度

化、多様化しております。地方自治体行政も一層

専門化が進み、時代の潮流は社会、経済活動を通

じ、自治体の規模や能力を超えたものに対処する

ためますます広域の連携が必要になってきており

ます。世界的な交流、連携とともに、地域主体の

経済活動の活性化が進行する中での地方分権、そ

れに対応する連携の選択肢は、一部事務組合、連

合、合併、定住自立圏等の方式が提示されており

ますが、そのあり方について分権時代の要請はど

こにあると考え、選択肢はどこに求めようとして

おられるのかご見解をお伺いします。 

 第５に、教育問題についてであります。教育の

目的及び理念についてお尋ねいたします。教育基

本法は、その前文で国民が願う理想を述べ、第１

条で教育の目的及び理念を述べ、第２条で第１条

の教育の目的を実現するための今日重要と考えら

れる事柄を５つに整理して教育の目標として規定

しています。その中の一つで豊かな情操と道徳心

を培うとともに、健やかな心身を養うことを掲げ
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ております。我が国の子供たちは、生命尊重の心

や自尊感情が乏しいこと、基本的な生活習慣の確

立が不十分、規範意識の低下、人間関係を築く力

や集団生活を通した社会性の育成が不十分などと

いった指摘が中央教育審議会からもされておりま

す。子供たちの豊かな人間性は、学校だけでなく

家庭や地域社会を通じて育まれます。道徳教育に

当たっては、保護者と学校、地域の連携が不可欠

であります。昨今いじめやそれに起因する痛まし

い自殺の問題を考えるとき道徳教育の重要性が再

認識されておりますが、教育委員会の見解をお伺

いします。あわせて心のノートの活用についても

お伺いします。 

 特別教育支援員についてお尋ねいたします。平

成19年度に実施された特別支援教育支援制度です

が、制度発足以来６年になります。現状と今後に

ついてご見解をお伺いします。 

 新聞、テレビ報道等からもわかるように児童生

徒の安全確保が大きな命題となっております。教

育委員会ではどのような取り組みをなされておら

れるのかご見解をお伺いします。 

 本町の障害児教育については、内外にその実績

を高く評価されていると伺っておりますが、ウイ

ークエンドサークル活動推進事業の今日までの実

績と経過を踏まえ、今後の事業の継続、あり方に

ついてご見解をお伺いします。 

 フゴッペ洞窟の保護についてお尋ねします。栄

町にあるフゴッペ洞窟は、発見から63年が経過し、

地下水や雨水の影響により繊細な岩質に割れ目や

クラックが多数できており、保存が難しく、将来

的に一般公開がかなわなくなるとの報道がありま

した。日本のみならず世界的にも貴重な遺跡を将

来にわたって保存するため、国や道に働きかけを

する必要があると考えますが、ご見解をお伺いい

たします。 

 最後に、今地域に何が求められているか真摯に

受けとめ、時代の潮流を的確に捉え、希望の持て

る新しい地域をつくり出したいとの思いを込め、

また町長におかれましては決断と強力なリーダー

シップの発揮を期待いたしまして、明政会の代表

質問を終わらせていただきます。 

〇町長（嶋  保君） 明政会代表、５番、溝口

議員のご質問に答弁申し上げます。 

 最初に、私の政治理念についてのご質問でござ

いますが、平成23年３月11日に発生した東日本大

震災から３年がたち、復興がいまだその途上にあ

る中、昨年７月には参議院選挙が行われ、社会経

済情勢は目まぐるしく揺れ動いております。地方

自治体をめぐる情勢は依然として厳しく、こうし

た財政状況の中で財政基盤の確立と地域経済基盤

の確立を図っていくためには、限られた財源の効

果的、効率的活用が求められるところであります。 

 平成26年度の町政執行に当たり、私はまちづく

りの基本となる指針として、住みよく安心して暮

らせるまちづくり、多様な資源と人的パワーを生

かした元気なまちづくり、町民と行政が連携して

歩むまちづくりの３本の柱を掲げました。この指

針を基本として、平成26年度におきましても引き

続き町内経済の活性化を推進するため、限られた

財源や各種制度を有効に活用しながら、地域経済

の基盤づくりを進めてまいります。 

 次に、町政におけるコンプライアンスについて

でございますが、地方公務員は法令、条例、規則

その他規定に従い職務を遂行するいわゆる法令遵

守が課せられています。また、公正、公平性の確

保、透明性の向上、説明責任等の社会的規範も求

められていることから、一昨年に作成しておりま

す服務の心得をもとに職員に対しコンプライアン

スの周知徹底を図るとともに、職員研修の機会充

実等にも努め、今後より一層町民の信頼を確保す

るように努めてまいります。 

 次に、自治基本条例についてのご質問でござい

ますが、自治基本条例の制定につきましては自治

体の主権者は町民であることを基本に置き、町民
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と行政による協働のまちづくりを推進するため、

理念、町民、行政及び議会に関する基本的事項、

自治実現のための制度、仕組み、最高規範を規定

するフルセット型が理想と考えており、今後議会

にもご相談を申し上げながら策定作業を進めてま

いります。 

 次に、住民投票制度についてのご質問でござい

ます。この制度につきましては、代表民主制を補

完するものとして既に制度化している自治体もご

ざいます。一方、国においては、地方自治法の中

で当該制度の法定化を検討いたしましたが、引き

続き検討が必要とのことから法定化を見送った経

過がございます。本町といたしましては、現在（仮

称）余市町自治基本条例策定準備会を設置して、

町民組織の立ち上げに向けた準備を進めていると

ころでございますが、今後策定作業を進める中で

引き続き国における検討経過や他自治体の運用状

況を参照しながら、住民投票制度の導入について

研究を進めてまいります。 

 次に、パブリックコメント制度についてであり

ますが、ご指摘のとおり、パブリックコメント制

度については町民に対し制度内容をわかりやすく

解説していく努力が必要であると認識しておりま

す。今後ともパブリックコメント制度の内容につ

いて「広報よいち」や余市町ホームページを活用

して周知していくほか、制度実施に当たってはよ

りわかりやすい参考資料の作成に向け工夫をして

まいります。 

 次に、パブリックインボルブメント制度の導入

についてでありますが、同制度が町民参加を進め

るためのものであることから、自治基本条例策定

作業の中で検討してまいりたいと存じます。 

 次に、情報の公開と情報の共有化についてでご

ざいます。まちづくりを進める上で行政と町民が

情報を共有化することについては大変重要と認識

しており、平成26年度の町政執行においても情報

の共有に関する施策として広報広聴機能の活用、

充実などの施策を掲げておりますが、さらなる住

民への説明責任を確保するため、自治基本条例策

定作業の中でも情報の共有化と情報公開について

検討を図ってまいります。 

 次に、地方財政計画についてでありますが、平

成26年度は昨年同様通常収支分と東日本大震災分

を区分して整理され、通常収支分につきましては

地方が安定的な財政運営に必要な地方税、地方交

付税等の一般財源総額について平成25年度を約

6,000億円上回る額が確保されたところでござい

ますが、主な要因としては地方税の増加を見込ん

でいるものでございます。平成26年度の本町の予

算編成に当たりましては、限られた財源をいかに

効率よく住民サービスにつなげるかを念頭に、こ

れら地方財政計画の内容に十分留意し、歳入の確

保に努めたところでございます。 

 次に、財政調整基金についてでありますが、年

度間の財源調整、災害や緊急に実施することが必

要となる経費の財源として剰余金の半分以上を積

み立てているところでございます。平成25年度末

の残高は約５億700万円と見込んでおり、標準財政

規模57億7,400万円の約8.8％でございます。適正

額につきましては、自治体によってさまざまな見

解があろうと存じますが、今後の財政運営に支障

を来さぬよう努めてまいります。 

 次に、行政改革推進計画の達成度についてでご

ざいますが、計画に掲げました実施個別項目につ

いては、一部未達成項目もございますが、ほぼ計

画に沿った取り組みがなされたものと考えており

ます。 

 次に、行政システムの改革についてでございま

すが、住民ニーズに的確に応え、独自性や優位性

のある行政サービスを提供する上で絶えずシステ

ムを見直すことが必要であり、地域に必要なサー

ビスについて住民が計画段階から参画した中で住

民と行政が協働して地域づくりを推進していくシ

ステムの構築が必要と考えております。また、行



－148－ 

政改革には終わりがないと認識しておりますこと

から、現在の行政改革推進計画の終了後について

も行政改革大綱に掲げた重点目標を踏まえ、行政

改革の取り組みを継続してまいります。 

 次に、職員の倫理規程についてでありますが、

職員が公務を執行するに当たり法令の遵守はもと

より社会的規範の遵守も強く求められているとこ

ろであり、私も倫理に関する規程の必要性は認識

してございますので、策定に向けた作業を進めて

まいります。 

 次に、行政評価についてでございますが、行政

評価は目標管理と成果主義に基づいた経営化を進

めることによって行政の効率化、有効化を図り、

行財政運営の改善と自治体運営のシステムの確立

を図ることにあると認識しております。本町にお

きましては、事務評価について試行的な取り組み

の中で検討を進めておりますが、評価指標の設定

を初め研究、改善が必要な状況にあり、評価シー

トの見直しも含め、さらに検討を重ねながら実効

性のある評価制度の導入について検討してまいり

たいと存じます。 

 また、ニューパブリックマネジメントに基づく

行政システム改革につきましては、町民にとって

の成果、町民満足度を重視する中で限られた行政

資源を最大限に活用することが可能となるようＰ

ＤＣＡマネジメントサイクルの仕組みを働かせる

ことが重要であり、事務事業評価の検討とあわせ

てシステムの構築について研究を行ってまいりた

いと存じます。 

 次に、新公会計制度に係る財務諸表の活用につ

いてでございますが、単に基準に基づいた財務書

類を作成し、公表するだけでなく、財務書類から

得られる情報をいかに行政経営に活用し、町民に

説明できるかが重要であろうと存じます。資産や

コストの情報も含めた財務諸表においては、財政

構造の特徴や課題をより客観的に分析することが

できるものと考えており、今後の公共施設の維持

管理や更新、さらには予算編成を含めた財政運営

や政策評価等への活用につきまして十分検討をい

たしてまいりたいと存じます。また、財務諸表の

町民への公表につきましては、広報や予算説明書

などにおいて表現方法等を考慮しながら、町民の

皆様が容易に理解できるよう、より一層工夫して

まいりたいと存じます。 

 本町の経済動向の認識についてでありますが、

国内の経済状況は個人消費の増加を背景に景気は

緩やかに回復していると言われておりますが、本

町においては景気回復は実感できず、まだまだ厳

しい状況が続いているものと認識しております。 

 次に、本町の経済の基盤である農業、水産業の

振興対策についてですが、地球温暖化により農業

においては異常気象の影響による果樹の収穫量の

変動、漁業においては海水温の変化による漁獲高

の減少と漁獲物の変化など、大変厳しい状況が続

いております。このため農業振興対策においては、

安全、安心な農産物の供給と高品質で収益性の高

い優良品種への転換を高め、果樹経営支援対策事

業などを関係機関、団体と連携して推進するとと

もに、新品種の地域適応試験など農業者の意見を

反映しながら実施してまいります。また、担い手

育成の観点から、青年就農給付金を積極的に活用

した新規就農対策にも取り組み、さらに経営基盤

強化施設等の充実化のため経営体育成支援事業を

継続実施してまいります。 

 一方、漁業振興対策については、つくり育てる

漁業の推進のため浅海増殖事業、あゆ種苗放流事

業を継続実施するとともに、関係機関が実施する

いそ焼け対策事業への支援や先進地の成功事例も

研究しながら、本町の海域に適した対策に努める

とともに、余市郡漁業協同組合の製氷貯氷施設を

国の補助金を活用し整備することにより漁業経営

の安定化に努めてまいります。 

 次に、商工業振興対策ですが、中小企業者等の

経営基盤の安定化を図るため、資金対策として中
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小企業振興融資制度を継続し、中小企業者の負担

軽減を図ってまいります。また、余市中小企業相

談所への助成を拡大するとともに、余市商工会議

所への助成措置も継続してまいります。さらに、

余市商工会議所が実施する空き店舗対策について

も一定の利用実績が見られており、補助対象を拡

充し、引き続き支援するとともに、商店街連合会

が行う商店街活性化対策につきましても継続支援

をしてまいります。 

 次に、戦略会議と観光施策による地域経済活性

化については関連がございますので、一括してご

答弁を申し上げます。地域経済の活性化について

は、町内各産業界と行政との密接な連携により、

それぞれが有する情報、技術、資源、人材等を生

かした効果的な施策を検討し、取り組みを推進す

ることが必要と考えております。これまでも戦略

会議といった位置づけではございませんが、町民、

産業界とのさまざまな協議や連携を進めておりま

すが、今後より一層連携強化が図られる協議の場

について検討をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、観光政策と地域経済活性化についてです

が、本町は自然景観、歴史文化や山海の幸を初め

豊富な食資源など、他に誇れるさまざまな地域資

源を有し、これらを観光資源として本町の観光振

興を図り、地域経済の活性化に結びつけていかな

ければならないものと考え、その取り組みについ

ては民間事業者を中心に主体的に活動を行う観光

協会や商工会議所とも連携を強化し、地域活性化

に向けた取り組みを進めてまいります。 

 次に、公共投資対策についてでございます。本

町におきましては、平成17年度から平成21年度ま

での５カ年を計画期間とする余市町行政推進計画

において効果的、効率的な行政運営の確立の一環

としてＰＦＩ手法導入の検討を掲げ、制度研究や

先進事例の調査等、検討を進めてまいりました。

公共施設の整備につきましては、今後の財政状況

を見きわめながら、計画的に取り進めることが求

められておりますが、整備を進める際にはさまざ

まな角度から手法の検討を行うとともに、町民に

とって利用しやすい公共施設になるよう創意工夫

をしていくことが必要であります。さらに、公共

施設の整備に当たりましては、ＰＦＩも含めてさ

まざまな手法についてメリット、デメリットを検

証し、効果的、効率的な事業推進を図ってまいり

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 次に、雇用対策についてご答弁申し上げます。

若年層から高齢者、女性までの雇用状況の分析と

変化に対応できる独自の雇用対策についてであり

ますが、雇用状況の分析におきましては15歳以上

の労働力人口調査による就業率であらわしますと

男性での就業率は67％、女性の就業率は46.7％と

なっております。本町としては、季節労働者の通

年雇用化を促進するため北後志通年雇用促進支援

協議会との連携により各種技能講習会や資格取得

支援事業を実施するほか、町独自の事業として公

共施設等の除雪事業による冬期間の就労機会の確

保や失業者等の就労対策、新規学卒者のための就

職支援を継続して実施いたします。 

 次に、無料職業紹介事業、雇用相談総合窓口開

設事業への検討と新規学卒者の地元定着事業につ

いてでありますが、無料職業紹介事業におきまし

てはハローワークの所掌事業として行っておりま

すが、本町におきましても近隣の北後志構成町村

とともに推進しております通年雇用促進支援事業

において雇用、就労に関する情報を収集し、これ

を支援対象者に提供する職業紹介事業を実施し、

雇用確保や就労促進に努めているところでありま

す。 

 また、雇用相談総合窓口開設事業につきまして

は、労働者派遣契約の中途解約等、雇いどめによ

り職や住居を失った非正規労働者等に対して緊急

雇用支援対策臨時相談窓口を開設しており、ハロ

ーワークと連携のもと国の各種制度を活用した雇
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用就業機会への支援相談に応じているところであ

ります。 

 新規学卒者の地元定着事業につきましては、引

き続きハローワーク小樽では後志管内の高等学校

を対象に新規高卒者就職促進会の実施を予定して

おります。また、本町におきましては、雇用促進

協議会によるガイドブックを活用したＰＲ活動や

地元事業者へのインターンシップの受け入れを促

進することにより地元事業者への理解を深め、地

元定着へつなげていきたいと考えております。 

 次に、保育所の統廃合と新設についてでありま

すが、平成24年に黒川保育所を廃止し、町立保育

所を２カ所へと再編したところでございます。子

ども・子育て関連３法が平成24年に施行され、平

成27年から子ども・子育て支援事業の実施に向け

子ども・子育て会議を設置し、子育てに関するニ

ーズ調査を現在行っているところであり、今後利

用者の意向を反映した各種支援策の実施に向け、

子育てにかかわる関係者と連携をしながら、事業

計画を作成する予定となっております。本事業計

画に基づき、町立保育所としての果たすべき責任

や役割や提供体制のあり方などを検討してまいり

ます。 

 次に、地域における医療体制の確保についてで

ありますが、ご案内のとおり、本町の医療機関に

おいては医師や看護師などの都市集中により医療

従事者が不足し、地域医療を取り巻く環境は厳し

いものとなっております。余市協会病院は、北後

志地域で唯一の２次救急医療機関として指定を受

けた公的医療機関であり、町民の命を守り、良質

な医療の提供を継続するため今後もでき得る限り

の支援をしてまいります。また、救急医療体制に

つきましては、地域住民の命と健康を守るため北

後志関係町村において必要な支援を継続的に実施

してきております。 

 次に、水道事業についてのご質問にご答弁申し

上げます。まず、１点目の水安全計画の策定、危

機管理体制の強化についてでございますが、水安

全計画につきましては厚生労働省からその策定に

係るガイドライン等が示されております。本町の

水道システムは、現在６カ所の水源があり、それ

ぞれの浄水場から各家庭へ給水しておりますが、

現在各浄水場系統における水安全計画を平成26年

度中の完成を目途に策定中であります。 

 次に、危機管理体制の強化についてでございま

すが、水道ビジョンでは危機管理体制の強化の実

現方策といたしまして危機管理マニュアルの更新

と教育、訓練の実施を定めております。危機管理

マニュアルにつきましては、地震対策、風水害対

策、水質汚染対策などについて体系的に取りまと

めており、水道施設の更新などとあわせ今後も適

時に更新を図ってまいります。また、教育、訓練

の実施につきましては、職員の教育、能力の向上

に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

 次に、２点目の浄水場の統廃合や管網の一元化

に関する質問でございます。健全な水道事業運営

の推進を図る上で、コスト削減、料金水準の適正

化と並んで維持管理の効率化は大変重要であると

考えます。現在国の簡易水道再編推進事業を活用

しながら、梅川地区の簡易水道施設を上水道施設

へ統合整備する事業を実施しております。以後東

部地区、栄地区の簡易水道施設の統合整備につき

ましても計画的に実施してまいりたいと考えてお

りますので、ご理解願いたいと存じます。 

 次に、広域行政の選択肢と自立の道についての

ご質問でございますが、地方分権の時代にあって

は地域においては効率的に事務事業を処理してい

くことが必要であり、今後とも広域行政の必要性

は増してくるものと考えております。一方で、広

域行政の選択肢はさまざまであり、広域で取り組

もうとする事務事業の内容に応じて最も適切な方

法を選択すべく費用対効果を検討しながら判断を

してまいりたいと考えております。 
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 以上、明政会の代表質問に対する答弁といたし

ます。 

 なお、教育関係の質問につきましては教育長よ

り答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 明政会代表、５番、溝

口議員の教育問題についてのご質問に答弁申し上

げます。 

 １点目のご質問ですが、学校における道徳教育

は、道徳の時間をかなめとして学校の教育活動全

体を通じて行うものであり、児童生徒の発達の段

階を考慮して適切な指導を行わなければならない

ものと考えます。教師と児童生徒、そして児童生

徒相互の人間関係や児童生徒が自己の生き方につ

いての考えを深め、家庭や地域社会と連携を図り

ながら、豊かな体験活動などを通して道徳性の育

成が図られるよう配慮することが必要であり、そ

の中で基本的な生活習慣や社会生活の決まりを身

につけ、善悪の判断や人間としてしてはならない

ことなどが身につくような指導をしていかなけれ

ばならないものと考えます。また、心のノートに

つきましては、道徳教育の一層の充実を図るため

に効果的な活用が図られるよう努めてまいりたい

と考えております。 

 ２点目のご質問ですが、学校教育法の改正によ

り従来の特別支援学級に在籍する児童生徒や通級

指導の対象となっている児童生徒のほかに、通常

の学級に在籍し、学習や生活面で何らかの教育的

支援を必要とする児童生徒を含め、障害による困

難を克服するための教育を行うことが特別支援教

育として明確に位置づけられたところです。本町

においては、現在学習面での困り感を持つ児童生

徒を含めて支援することを目的に、学校支援のた

めの学習支援員として配置しているところです。

平成25年度におきましては、延べ17名の退職教員

などを中心に配置し、個別指導など学校や対象と

なる児童生徒の教育ニーズに応じた支援機能が発

揮されており、本町独自の制度として定着してい

ることから、今後も継続して取り組んでまいりた

いと考えております。 

 ３点目についてでございますが、子供たちが安

心して教育を受けるためには子供たちの生活の全

てで安全が保障されなければならないものと考え

ます。そのためには学校、保護者、地域社会、各

関係機関、団体や警察等との連携を図りながら、

学校教育においては生命の尊重を柱として安全に

生活できる資質能力を得ることを目標に安全教育

に取り組んでいるところです。教育委員会としま

しても緊急地震速報システムの導入による防災機

能の整備充実や危険回避のための校舎施設の改

修、さらには関係機関、団体で構成する通学路安

全推進会議を立ち上げるなど取り組みをしてお

り、今後とも児童生徒の安全、安心の確立に努め

てまいりたいと考えております。 

 ４点目についてでございますが、ウイークエン

ドサークル活動につきましては、障害のある子供

たちの体験や地域住民との交流活動を通して、相

互理解とノーマライゼーション意識の啓発を目標

として実行委員会を組織し、平成８年から実施し

ている事業です。本事業につきましては、学校や

保護者、関係団体、町内小中高校生や一般のボラ

ンティアの方々の参加協力を得ながら、交流事業

を通して青少年の社会性や自主性が育つよう継続

実施していく必要があると考えております。 

 ５点目のフゴッペ洞窟の保護についてですが、

フゴッペ洞窟は昭和25年に発見、同28年に国指定

史跡となった後、水の浸入や保存施設自体の老朽

化が問題となったところです。そのため昭和47年

から第１次の保存調査事業が開始され、保存施設

が完成しましたが、その後水の浸入や壁面への緑

色微生物の繁茂による変色が問題視されたことか

ら、平成９年からの第２次保存調査事業が開始さ

れ、保存施設が平成15年に完成しております。こ

の２度にわたる保存調査事業は、国庫補助事業で

あり、文化庁、北海道教育委員会とも連携を進め
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ながら、現在も保存に努めているところです。第

２次保存調査委員会の検討の結果、現在の施設が

壁面の劣化速度を最小限に抑えるものとの認識で

あり、今後も定期的な観察やモニタリングを続け、

文化庁、北海道教育委員会との連携を図りながら、

良好な保存、公開に努める必要があると考えてお

りますので、ご理解をお願いしたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 明政会代表、溝口議員の

発言が終わりました。 

 各会派代表者会議の開催、昼食等を含め、午後

１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時２５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。 

 代表質問を続行します。 

 発言順位３番、日本共産党議員団代表、議席番

号13番、中谷議員の発言を許します。 

〇13番（中谷栄利君） 私は、嶋町長の町政執行

方針並びに中村教育長の教育行政執行方針と

2014年度の予算大綱並びに町政の重要課題につい

て日本共産党を代表して質問いたします。 

 2014年度の予算案は、改選時期を考えると１期

目の集大成となる予算案と言えます。町民ととも

に歩む町政、町民が主人公を掲げて嶋町政は誕生

しました。さまざまな町政の重要課題に強いリー

ダーシップを発揮して、町職員の英知を結集し、

職員一丸となって課題に当たったのか、この３年

半をどう総括し、次期に当たっていくのか決意を

伺います。 

 今回の一般会計予算案は81億2,000万円、対前年

度当初比４億7,000万円、6.1％増となっています。

歳入では、地方交付税36億6,375万円と臨時財政対

策債３億4,000万円を合わせて40億375万円と見込

み、全体の49.3％となっています。町税は、前年

度当初予算に比べ697万6,000円の増、対前年度比

0.4％の増の見込みとなっているものの経常収支

比率は依然として高く、硬直した中での財政運営

を強いられています。このような状況の中で、町

政執行方針では第４次余市町総合計画に基づき町

民と行政が連携して、安心して暮らせる元気にあ

ふれたまちづくりを進めていかなければならない

と考えているとあります。平成23年９月29日に起

きた労働福祉会館屋根からの転落事故に係る賠償

問題で説明責任を果たし、町政に混乱を招いた責

任をただし、町行政がみずからを律し、職員一丸

となって町民の信頼回復を取り戻すことが重要な

問題です。町政が厳しくとも国の悪政から住民を

守る防波堤となる町政を進め、町民が主人公を主

題に、町民が命と暮らし、福祉を守る立場に立っ

た町政を実感できるか大切です。町長の決意をお

伺いします。 

 ２件目として、2014年度政府予算案についてで

す。昨年12月24日、17年ぶりとなる消費税率引き

上げを盛り込んだ2014年度政府予算案が閣議決定

されました。ことし４月に消費税率を５％から８

％に引き上げて、国民に約８兆円もの増税を押し

つけながら、そのふえた分の財源をつぎ込む対象

は専ら軍事費と公共事業費ばかりです。対照的に

福祉、教育予算は、国民に痛みを強いる内容ばか

りです。社会保障削減による国民負担増と合わせ

ると10兆円の国民負担増です。 

 安倍政権は、さきの参議院選挙で過半数を獲得

すると、ねじれが解消したとして消費税大増税、

社会保障切り捨て、集団的自衛権行使容認、秘密

保護法強行など安倍政権暴走の具体化の一歩一歩

が多数の民意に逆らうものであり、国民との矛盾

を深めつつあります。消費税大増税と一体の大企

業へのばらまき政治は、社会保障のため、財政再

建のためという従来の増税合理化論をみずから壊

す結果となっています。口では労働者の賃上げ必

要性を認めながら、現実にやっていることは労働

法制の規制緩和による賃下げ政策の推進です。Ｔ
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ＰＰ推進も守るべきものは守るというみずからの

公約を根底から否定する方向への暴走、集団的自

衛権の行使容認は戦後半世紀にわたって自民党政

権が積み上げてきた憲法解釈をみずから否定する

ものとなっています。開会した第186回通常国会で

の施政方針演説では、美辞麗句を並べる一方、明

文、解釈改憲、原発再稼働、米軍新基地建設の強

行などの暴走メニューを改めて提示し、民意に挑

戦する姿勢を明瞭にしました。 

 2014年度政府予算案は、過去最大の95兆8,823億

円、2013年度政府補正予算と合わせると101兆円以

上に達します。今回の税率引き上げによって初め

て消費税収が所得税収を上回り、法人税収の1.5倍

の規模となります。所得の低い人ほど打撃となる

逆進性の強い消費税頼みの異常な税収構造が鮮明

です。重大なのは、消費税増税によって拡大した

財源を安倍政権の暴走政治を加速させる政策分野

に最優先に投じていることです。典型は軍事費の

２年連続増です。伸び率も昨年度を超える2.8％増

です。上陸作戦機能を向上させる水陸両用部隊新

設などに約35億円投じます。海外で戦争できる国

へ向けた装備や部隊の増強で北東アジアの緊張を

高め、平和に逆行する暴挙です。公共事業を２年

連続増加しましたが、その内容は国際競争力強化

を名目に３大都市圏環状道路建設など大企業向け

の不要不急の大型公共事業です。 

 消費税増税で充実させるはずの社会保障分野は

削減の列挙です。命と健康を守る医療に必要な診

療報酬は実質マイナスに転換、医療崩壊をもたら

す危機につながるものです。歴代政権が見送って

きた70歳から74歳の医療費窓口負担２割への引き

上げも実行します。2013年度から始まった生活保

護費３年連続削減、年金の３年連続2.5％カットな

ど続行します。自己責任を迫る社会保障大改悪を

容赦なく推進することは、国民の願いに真っ向か

ら反します。復興特別法人税廃止をいち早く決め

るなど大企業の大盤振る舞いをする一方、消費税

増税やアベノミクスによる物価高騰に苦しむ国民

の暮らしを支える視点が全くない安倍政権の危険

性は明らかです。国民の暮らしと平和を脅かす

2014年度政府予算について町長の見解をお伺いし

ます。 

 ３件目として、ＴＰＰについて伺います。日本

共産党主催で各団体に呼びかけたＴＰＰ交渉から

即時撤退せよＴＰＰ問題シンポジウムが12月７

日、余市町中央公民館で開催されました。来賓と

して挨拶をいただいた嶋余市町長、さらにニセコ

町の林副町長が来賓として参加をいただきまし

た。パネラーとして、余市町農業協同組合、佐々

木参事、余市町農業委員会、下舘孝三会長、余市

医師会、永井文作会長に参加をしていただき、ま

た余市郡漁業協同組合、篠谷誠代表理事組合長か

らメッセージを寄せていただきました。会場には

250名を超える参加者で、紙智子参議院議員の基調

講演と各パネラーの発言にＴＰＰ交渉から撤退せ

よの一点でＴＰＰ問題の交流ができ、共同の取り

組みとして成功裏に終えました。 

 しかし、このような国民の声をよそに安倍内閣

は合意に向けて全力を尽くすとし、甘利明ＴＰＰ

担当相の発言のように586品目から成る農産物、重

要５項目について一つ残らず微動だにしないとい

うことは交渉にならないとした言明は、ＴＰＰ交

渉に向けた国会決議にも自民党の国民に対する公

約にも真っ向から反するものです。大体ＴＰＰ参

加に当たって安倍首相は守るべきものは守る、国

益は守ると約束してきたはずです。さきの参議院

選で自民党は、農産物５項目の関税維持はもとよ

り国民皆保険の維持や食の安全、国の主権を脅か

すＩＳＤ条項は取り入れないなどの６項目の公約

を掲げ、それを確保できないなら交渉から離脱す

ると明言しました。それを完全に投げ捨てて妥結

に突き進むのは断じて許されません。妥結に全力

という安倍内閣の姿勢は、国益を損なう異常なも

のです。交渉経過も明らかにせず、みずからの公
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約も国会決議も投げ捨てることは、国民に対する

裏切りです。主権を侵害し、国民の暮らしを脅か

す内容には断固反対すべきであり、それができな

いことが明白になっている今、交渉からの離脱こ

そ表明すべきです。ＴＰＰへの参加は、医療、雇

用、金融、食の安全などあらゆる分野で重大な影

響を与え、日本の農林漁業に壊滅的打撃を与える

と同時に国土と地域経済の崩壊をもたらすもので

あり、断固反対するとともに、交渉からの撤退を

国に強く要求すべきです。 

 ４件目、泊原発、自然再生エネルギーについて

伺います。安倍内閣は、原発を重要なベースロー

ド電源と位置づけて、再稼働、輸出、核燃料サイ

クル推進の基本計画政府案を２月25日に決めまし

た。前政権は、2030年代に原発稼働ゼロを目指す

方針でしたが、この路線から決別し、夏にも原発

の再稼働を強行しようとしています。３年前の福

島第一原発事故がまるでなかったかのような態度

です。原発事故から３年たった今も14万人もの被

災者が避難生活を余儀なくされています。福島第

一原発では、高濃度の放射能汚染水漏れが続き、

事故の収束どころか危機的事態が続いています。

収束宣言の破綻が明瞭なのに原子力規制委員会が

示す新安全基準づくりをてこに政府は再稼働を行

おうとしています。過酷事故、シビアアクシデン

トが起こり得ることを認めながら、世界最高水準

の安全基準を強調するのは全く矛盾しています。

事故の原因や教訓を明確にしないまま新基準づく

りが破綻するもとで再稼働など論外です。 

 北電は、泊原発３号機を初め老朽化している１、

２号機の再稼働申請を進め、ことしの夏に稼働し

たいとしています。この冬の電力需要期も全国に

おいて原発稼働ゼロで乗り越えました。今こそ福

島第一原発事故が示すように原発ゼロと自然再生

エネルギーに推し進める国策に切りかえるべきだ

と発していくことが重要と思います。 

 ５件目、ＪＲ並行在来線について伺います。Ｊ

Ｒ北海道のたび重なる列車事故と函館線の貨物脱

線事故から明らかになった軌道などの維持管理の

放置と国土交通省調査の際事故原因の隠蔽など、

安全、安心を第一の使命とする鉄道事業者として

のその行為は断じて許されません。徹底した調査

と信頼を取り戻す改革が必要です。責任はＪＲ北

海道だけではありません。株主としての国の管理

責任と国鉄分割民営化の際、国鉄職員を分断し、

赤字不採算の問題を投機事業など穴埋めさせるな

ど利益優先の体質に誘導していったことに問題の

本質があります。並行在来線小樽函館間の今後の

あり方について住民の足を守る地域振興に貢献す

る鉄道事業として存続する明確な方策を町として

示し、行政、議会、町民が一丸となって運動を進

めることができるよう最善の努力をすることが求

められます。また、ＪＲ北海道に対して利用者へ

の利便性の向上と安全と安心のために鉄道施設の

維持管理、更新に努めるよう強く要求すべきと思

います。 

 ６件目、国保税、国保広域化について伺います。

北海道の国保広域化等支援方針のもと、道内６地

域に滞納整理機構がつくられ、国保税の納付相談

と徴収業務が切り離され、機械的な差し押さえが

広がっています。今後国保財政が現状より悪化す

ることが強く懸念されます。自治体の努力で行わ

れている一般会計からの繰り入れをなくすことで

新たな国保税引き上げにつながります。さらに、

事業運営の問題で、現在の市町村国保は被保険者

が参加する運営協議会が議会の議論を通じて地域

の実情に合わせた事業運営方針を決めることがで

きますが、都道府県単位化ではそれらが困難にな

ります。このことからも国民健康保険の広域化、

都道府県単位化は、国の果たすべき責任を放棄す

るものであり、決して容認できません。際限がな

い国保税の引き上げにつながる国保の広域化に反

対し、国保保険証の取り上げ、資格証明書の発行

は直ちに撤回し、保険証のとめ置きはやめること
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を求めます。また、国保税の上限引き上げをしな

いように国に求めるとともに、高過ぎる国保税の

１世帯当たり１万円引き下げることを求めます。 

 ７件目、子ども・子育て支援について伺います。

2015年４月から本格施行される子ども・子育て新

システムは、保育に欠ける子供への国や市町村の

責任を放棄するものであり、公的保育制度を大も

とから変えるものです。今求められるのは、未来

ある子供たちを安心して育てられる公的保育制度

の充実であり、産休明けからのゼロ歳児保育や病

児保育の実施、障害児保育の充実など保育行政の

一層の充実を図ることです。また、余市町子ども

・子育て会議は、十分な議論を尽くすことを求め

ます。 

 ８件目、雇用、経済について伺います。２月20日

報道された古平町水産加工業組合と加盟する６社

が経営破産で従業員が160人失業するおそれがあ

り、町内就業人口の１割に及び、基幹産業である

水産加工の従事者の５割になることに衝撃が走り

ました。円安によるタラコの原料卵が高騰し、差

益が減少の中、主力商品のタラコが中国からの安

価な輸入品に押されてきたことが原因としていま

した。余市町も隣町として例外ではないと思いま

す。以前水産加工業経営者と懇談しましたが、原

料を輸入しても余市町の水産加工業の灯を消して

はならない、経営者として雇用を守り、就業者の

生活を支えていく責任があると語っていました。

町としても前浜に藻場をつくるなど資源確保に協

力を訴えていました。水産加工業を初め町内の中

小工業は、不況が続く中経営悪化と町内経済の実

態が深刻化しています。安倍政権がこの４月から

実施しようとする消費税増税は、この状況をさら

に追い打ちし、破産の連鎖を招きかねません。多

くの空き店舗が目立つ町内の商店街も消費税増税

分を商品に転嫁できないとして、増税を前にこの

ままでは経営ができないという悲痛の声が出てい

ます。町は、この現状をどう捉え振興策を講じる

のか伺います。４月からの消費税増税を中止の声

を国に届け、中小工業などさらなる支援を要する

と思いますが、伺います。 

 ９件目、まちおこし、６次産業について伺いま

す。観光協会の法人化など体制強化を進めて、余

市町の観光を進めているところですが、連続テレ

ビ小説「マッサン」の放映を機に余市町のよさ、

すばらしさ、歴史などを再発見し、町内、町外に

発信していくことが重要と思います。この点で町

内の人材育成や奨励などを進め、町民との交流な

ど情報発信が観光にソフトの面でも強いつながり

ができるものと期待されます。 

 また、６次産業の推進とともにワイン農家を初

めとした農家の経営安定化が重要課題と思いま

す。グリーンツーリズムなど町内に訪れる観光と

も結びつけながら、農業の振興も図っていくこと

も重要と思います。６次産業の推進を加速させる

ため、これまでの取り組みの検証と先進地の取り

組みにも学び、町内各界のリーダー、担い手、研

究者、専門家などの力を結集し、総力を挙げて取

り組むことについて伺います。 

 10件目、黒川第一土地区画整理事業について伺

います。この事業は、町としても独自のまちづく

り事業に基づいて支援されてきたものです。換地

以降もこの原点に立ってまちづくりの展望を示

し、その計画を町総合計画に反映させていくのか

町行政の責任が問われます。この１年間をどのよ

うに検証し、今後の展望を持ってまちづくりの基

幹に据えていくのか伺います。 

 中村教育長に４件について伺います。１件目、

教育委員会改革について見解を伺います。自民党

は、文部科学部会を開き、安倍政権が進める教育

委員会制度改革案を了承しました。改革案は、憲

法に即して教育の自主性を守るためにつくられた

教育委員会制度の根幹を改変し、国、首長、政治

権力による教育支配を歯どめなしに拡大しようと

いう極めて危険な内容となっています。 
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 第１に、改革案は首長に教育行政全体について

の大綱的な方針を定める権限を与えるとともに、

これまで教育委員会の権限とされてきた公立学校

の設置、廃止、教職員定数、教職員の人員、懲戒

などの方針など教育行政の中心的内容を首長に与

えることにしています。これでは教育委員会は首

長の下請機関となり、首長がその気になればどこ

までも政治介入できるということになってしまい

ます。 

 第２に、改革案は、教育長について首長が直接

任命、罷免するとしています。現行法では教育長

は教育委員会が任命し、罷免もできますが、この

仕組みを変え、教育長を首長の直属の部下にしよ

うというのです。 

 第３に、改革案は、文部科学大臣の教育委員会

に対する是正要求などの権限を強化しています。

現行法では教育権の侵害が明瞭な場合でしか是正

要求は出せないとされていますが、改革案はそれ

以外の場合でも是正要求が出せるとしています。 

 自民党改革案は、教育委員会から実質的権限を

奪い、それを形骸化させるものにほかなりません。

それでは1976年の最高裁学力テスト問題での判決

に示された教育内容に対する権力的介入は抑制的

であるべきとする日本国憲法の要請を踏みにじ

り、教育への無制限な権力的介入、支配への道を

開くものとなってしまいます。こうした内容が具

体化されれば、首長がかわるたびにその一存で教

育現場が振り回されるという混乱が起こり、子供

たちがその最大の被害者となります。 

 ２件目、全国学力テストについて伺います。文

部科学省は、ことしの４月に行う全国学力テスト、

学力・学習状況調査の実施要領を公表しました。

これまで禁じていた自治体による学校別結果の公

表を初めて認めました。これまでの実施要領では、

調査結果についての個々の市町村名や学校名を明

らかにした公表は行わないこととしていました。

今回は、教育委員会がみずからが設置管理する学

校の状況についてそれぞれの判断において公表す

ることは可能とし、市町村教委が学校別の結果を

公表することや都道府県教委が市町村教委の同意

を得て市町村別、学校別の結果を公表することを

認めました。その場合、単に平均正答数や平均正

答率などの数値のみの公表は行わず、結果につい

ての分析や今後の改善策を示すこと、学校側と公

表する内容や方法について事前に相談すること、

数値を一覧にした公表や順位をつけた公表は行わ

ないことなどを条件としました。 

 学力テストの学校別結果公表は、点数競争をさ

らに激しくし、教育を一層学力テスト対策偏重で

ゆがめ、豊かな学力の形成を妨げるおそれがあり

ます。テストは、４月22日、国公私立全ての小学

６年生と中学３年生を対象に国語と算数、数学で

行う予定です。点数にこだわらざるを得ない全国

学力テストの中止と学校のランクづけにつながる

学校別成績の公表は行わないよう国、道に強く求

めることについて伺います。 

 ３件目、道徳の教科化について見解を伺います。

文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会と

教育課程部会は、３月４日、合同会議を開き、安

倍内閣が打ち出した道徳の教科化具体的方針につ

いて議論を開始しました。安倍首相は、第１次内

閣で教育基本法を改悪して国による教育支配に踏

み出しました。再び首相に返り咲くと、安倍政権

は教育再生として国家安全保障戦略で我が国と郷

土を愛する心を養うと明記、国会で規範意識を教

え日本人のアイデンティティーを確立と表明しま

した。道徳は、戦前の軍国主義教育の反省から、

特定の教科ではなく教育活動全体を通して行うと

されてきました。安倍政権は、教育再生として侵

略戦争美化の教科書押しつけや特定の価値観を押

しつけるための道徳教科化などを進めようとして

います。道徳教育のあり方について、教科書で望

ましい像を示すのではなく、子供を主体者として

実際の葛藤や問題対処を大事にすべきと議論され
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ています。以上を踏まえ、今後道徳教育をどのよ

うに進めるのか伺います。 

 ４件目、いじめ防止対策について伺います。安

倍政権の教育再生を推進する教育再生実行会議の

いじめの問題等への対応についての第１次提言を

経て、いじめ防止対策推進法は衆参の委員会と本

会議合わせてわずか４時間の審議で採決を強行

し、成立しました。いじめ防止対策推進法には、

子供にいじめ禁止を命じ、いじめる子供は厳罰で

取り締まろうという仕組みがあります。取り締ま

り的対応がふえ、いじめの解決に欠かせない子供

と先生の信頼関係を壊してしまえば本末転倒で

す。厳罰化は、いじめを行う子供の鬱屈した心を

さらにゆがめ、人間的に立ち直る道を閉ざしかね

ません。いじめを克服する力は、子供と教育の中

にあります。子供の実態から出発し、教育の条理

に沿った学校づくり、地域づくりを教職員、保護

者、地域で共同で進めることが重要と考えます。 

 以上、町民の皆さんの切実な要求と町政の重要

課題並びに町政執行方針について質問いたしまし

た。日本共産党議員団は、町民の皆さんと要求実

現を目指し、全力を挙げて取り組むことを表明し、

日本共産党を代表しての質問を終わります。 

〇町長（嶋  保君） 日本共産党議員団代表、

13番、中谷議員のご質問に答弁を申し上げます。 

 最初に、この３年間を振り返っての総括と今後

に向けての決意についてでありますが、町長就任

以来私は住みよく安心して暮らせるまちづくり、

多様な資源と人的パワーを生かした元気なまちづ

くり、町民と行政が連携して歩むまちづくりの３

本の柱をもとに町政を推進してまいりました。こ

の間地域のことは地域で決めるという地方分権の

趣旨を機会あるごとに職員に伝え、さまざまな課

題に取り組んでまいりました。また、町の主人公

は町民であるとの考え方のもと、町民と行政との

協働のまちづくりの推進に向け、町の仕事や予算

の使い方を知っていただくための余市町の予算説

明書の全戸配布や町の重要な計画に広く意見を公

募するパブリックコメント制度の創設、さらには

自治基本条例制定に向けた準備などを進めてまい

りました。 

 少子高齢化の進行や地域経済が依然として厳し

い状況にある中、安心して暮らせる元気なまちづ

くりに向けて解決すべき課題は山積しておりま

す。こうした中、町民が幸せを実感できる余市町

をつくっていくためには、職員が自治体職員とし

ての自覚を持って、一丸となって信頼回復と課題

解決に当たっていくことが必要と考えます。私自

身もまたみずからを律し、職員の先頭に立って町

民の立場に立ったまちづくりを進めていく所存で

ございます。 

 次に、2014年度政府予算案についてですが、一

般会計の総額は95兆8,823億円、前年度当初予算比

3.5％の増となっており、さらに本年２月６日に成

立した好循環実現のための経済対策としての平成

25年度一般会計の補正予算５兆4,654億円を含め

ますと101兆3,477億円となっているものであり、

切れ目なく予算を執行することで４月からの消費

税率引き上げによる景気失速を防ぐ狙いがあるも

のと思いますが、平成24年度一般会計の歳入では

前年度より１兆6,010億円少なくなったものの新

規国債発行に41兆2,500億円を計上し、歳入全体に

占める割合は43％となっており、依然として借金

に依存する状況となっております。また、歳出に

おいても国債の元利償還のための国債費、地方交

付税、社会保障関係経費で歳出全体の７割以上を

占め、特に国債費については歳出全体の24.3％も

占めており、このような国債に頼らざるを得ない

予算編成は負担を将来に先送りすることとなり、

後年度の財政運営に不安を残す厳しい内容である

と考えております。 

 次に、ＴＰＰについてでありますが、ＴＰＰ交

渉に参加し、農産物の関税が撤廃され、国内対策

が何もとられない場合、北海道によりますと農業
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関連分野で２兆1,000億円余り、水産分野では水産

物の生産減少額として530億円、さらには林産物の

生産減少額として33億円と試算されており、５年、

10年の中期展望に立てば本町農業も甚大な影響が

避けられず、ＴＰＰには反対であるとの姿勢に変

わりはありません。今後も北海道、北海道町村会、

後志町村会等、関係機関、団体と連携し、国にお

いて適切な対応が図られるよう強く要請してまい

ります。 

 次に、泊原発、自然再生エネルギーについてで

ありますが、東京電力福島第一原子力発電所の事

故により福島県では現在も約14万人の方々が避難

を余儀なくされており、一たび原発で過酷事故が

発生するとその被害は広範囲に、かつ長期間にわ

たって影響を及ぼすことが明らかになりました。

このような状況から、再生可能エネルギー等の積

極的な利用により原発に依存しないエネルギーへ

の転換が望ましいと考えております。また、現在

も事故後の対策が続いていることや事故の原因究

明が終わっていないこと、十分な安全対策が必要

であることから、再稼働については慎重な対応を

とらなければならないと考えております。 

 次に、ＪＲ並行在来線存続についてであります

が、北海道新幹線につきましては昨年６月29日、

新函館札幌間について国土交通大臣による着工認

可がなされ、平成47年度の完成を目指して工事が

進められているところで、並行在来線につきまし

ては平成24年９月７日に北海道新幹線並行在来線

対策協議会が設置され、後志、渡島の２つのブロ

ックごとに協議が進められております。この間私

は、後志ブロック会議において鉄路の存続を強く

主張するとともに、沿線自治体の担当課長等によ

って構成する幹事会を頻繁に開催し、鉄路保存に

向けた調査研究を進め、情報の共有を図るべきと

の考えを表明してまいりました。 

 鉄路の存続に向けては、行政はもとより議会、

町民各位、さらには関係自治体とも連携しながら、

各種活動を展開していくことが必要と考えます。

また、多くの人に利用される地域の重要な交通手

段として余市駅の利便性向上や鉄道輸送の安全性

の確保を図ることが鉄路の存続につながっていく

ものと認識しております。こうした考えのもと、

ＪＲ北海道や近隣自治体とも協議しながら、鉄路

存続に向けて最善の努力を傾注してまいります。 

 次に、６件目の国保税、国保広域化についてで

ありますが、国保の広域化につきましては現在国

と地方との協議が開始され、財政問題の分析に着

手したところであり、議論の動向を注視してまい

ります。 

 国保税につきましては、急速な高齢化、医療の

高度化に伴い、医療費は今後も増加傾向になるこ

とが予想されるところであり、国民皆保険制度の

根幹である国民健康保険が健全に事業運営してい

くために国の責任を明確にし、適切な財政措置が

されることが望ましいと考えております。また、

被保険者資格証につきましては、生活状況の十分

な把握に努め、適切に対応してまいります。 

 また、国保税の１世帯当たり１万円の引き下げ

につきましては、本町国保会計の現状から困難性

があるものと考えております。 

 次に、子ども・子育て支援についてであります

が、子供や子育てをめぐる環境は厳しく、近年の

家族構成の変化や地域のつながりの希薄化によっ

て子育てに不安や孤立感を感じる家庭は少なくあ

りません。本格的な人口減少社会が到来し、子供

を産み育てたいという個人の希望がかなうように

するためのサポートが強く求められております。

国や地域を挙げて社会全体で子供、子育てを支援

する新しい支え合いの仕組みを構築する制度とし

て、平成27年度の事業実施に向けた準備が進めら

れているところでございます。本町といたしまし

ても現在ニーズ調査を実施しているところであ

り、今後既に設置済みの子ども・子育て会議にお

いて議論を重ね、町民のニーズに即した計画を作
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成し、子育て支援の充実を図ってまいります。 

 次に、雇用、経済についてですが、商店街を取

り巻く環境は極めて厳しい状況にありますが、余

市商工会議所が実施する空き店舗対策については

一定の利用実績が見られており、新年度では補助

対象の拡充も予定されており、支援を継続すると

ともに、商店街連合会が行う商店街活性化対策へ

も支援をしてまいります。 

 また、中小企業対策につきましては、中小企業

者等の経営基盤の安定化を図るため、資金繰り対

策として中小企業振興融資制度を継続し、融資金

利につきましても借り入れ年数に応じた段階利率

を設定するとともに、融資に伴う保証料補助につ

きましても引き続き全額補助対象として中小企業

者の負担軽減を図ってまいります。また、余市中

小企業相談所への助成を拡大するとともに、余市

商工会議所への助成措置も継続してまいります。 

 ６次産業の推進につきましては、これまで主役

となる生産者との懇談や協議を行い、本町の農産

物を活用した新商品の創作に向け支援等を行うと

ともに、各関連産業界も含め機運を醸成させるセ

ミナーや講習会を開催してきたところでありま

す。 

 ワイン特区の認定とあわせ、道内一のワインブ

ドウ生産量やブドウ畑の景観ＰＲを積極的に取り

進めてきたことでワイン産地としての注目が集ま

り、本町のＰＲにもつながったものと考えます。

今後におきましてもワインブドウ産地として良質

で安定した生産を維持しつつ、新規就農者を初め

とするワイン醸造を目指した動きなどもあり、農

家の経営安定に結びつく取り組みを進めてまいり

たいと考えております。 

 また、関係機関との連携により町内の女性農業

者を中心に結成されたよいちフルーツグレードア

ップ研究協議会において先進地の取り組み状況な

どの情報を収集し、本町産品を生かした加工品の

開発を行うとともに、専門的な視点からの意見も

取り入れ、余市ブランドを目指した取り組みを進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、黒川第一土地区画整理事業に関するご質

問でございますが、現在土地区画整理事業につき

ましては平成26年度の組合解散に向けた清算金事

務が行われておりますが、組合が解散することで

事業が完結するものではないと考えております。

これまで組合地権者の皆様とさまざまな話し合い

をさせていただいた中で、まほろばの郷地区を含

む今後のまちづくりに関する町の考え方を説明さ

せていただき、一定のご理解をいただくことがで

きたものと考えております。今後におきましても

継続して組合地権者の皆様と話し合いを行いなが

ら、管理法人が取得した保留地の販売促進はもと

より、本町にとって貴重な資源であるまほろばの

郷地区について組合地権者の理解のもと地区の持

つさまざまな特質や高速道路開通などの可能性を

最大限活用し、長期的視野に立った集約型の地域

整備を推進してまいりたいと考えており、現在こ

の地区を含むＪＲ余市駅東側地区のまちづくり構

想の策定作業を進めておりますが、今後第４次総

合計画の中期計画との整合性を図っていく必要が

あると考えております。 

 以上、日本共産党議員団の代表質問に対する答

弁といたします。 

 なお、教育関係の質問につきましては教育長よ

り答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 日本共産党議員団代表、

13番、中谷議員の教育委員会に対する４点のご質

問に答弁申し上げます。 

 １点目についてでございますが、現在教育委員

会改革に関する地方教育行政法改正につきまして

は、連日のように報道されているところでござい

ますが、確かに現行の教育委員会や教育委員会事

務局につきましては、時代の趨勢を見据えながら

不断の組織改革は必要であるものと考えますが、

大事なことは教育は子供たちのためにあることを
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大前提に、国においては国民的議論を踏まえた上

で決定されることが重要であるものと考えており

ます。 

 ２点目についてでございますが、全国学力・学

習状況調査につきましては、義務教育の機会均等

とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童

生徒の学力や学習状況を把握、分析することで教

育施策の成果や課題を検証し、改善を図ることや

学校における児童生徒への教育指導の充実や学習

状況の改善等に役立てることを目的に実施される

ものであり、調査の結果を受けて教育を行う現場

の教師が児童生徒一人一人の学習上の課題を探

り、学習への取り組みの工夫をすることにより、

子供たちの学習意欲の向上や学校における指導に

も役立つものと考えております。学校別の成績の

公表につきましては、学力テスト本来の目的が阻

害されることのないよう、平均点数、正答率に基

づく順位ばかり関心が集中することが懸念される

中で慎重かつ十分な配慮が必要であるとの認識を

いたしており、管内教育長会議の議論等も踏まえ

て対応してまいりたいと考えております。 

 ３点目でございますが、学校における道徳教育

は、道徳時間をかなめとして学校の教育活動全体

を通じて行うものであり、児童生徒の発達の段階

を考慮して適切な指導を行わなければならないも

のと考えております。今後とも家庭や地域社会と

の連携を図りながら、集団やボランティア活動、

自然体験活動などの豊かな体験を通して児童生徒

の内面に根差した道徳性の育成が図られるよう配

慮しながら、基本的な生活習慣、社会生活上の決

まりを身につけ、善悪を判断できる力の育成に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 ４点目についてでございますが、いじめは絶対

にあってはならないことであり、いじめを許さな

い環境を整えることからも子供たちのどんな小さ

な変化も見逃さないことが重要であり、早期発見、

早期対応が必要であると考えます。本町では、い

じめの把握調査のためのアンケート調査やスクー

ルカウンセラーの設置、さらには青少年対策室に

専門の相談窓口を設置するなど、学校生活の中で

悩みや課題を抱える子供たちが一人で悩まず相談

することができるよう取り組んでいるところであ

り、各学校においてもいじめ対応マニュアルの作

成や研修に取り組み、児童生徒が相談しやすい校

内体制づくりに努めておりますが、より実効性の

ある取り組みとするためには保護者や地域の方々

との連携を深め、対応の充実を図っていくことが

重要であるものと考えておりますので、ご理解を

願います。 

〇議長（中井寿夫君） 日本共産党議員団代表、

中谷議員の発言が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時４１分 

再開 午後 １時５０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 代表質問を続行いたします。 

 発言順位４番、よいち未来代表、議席番号12番、

土屋議員の発言を許します。 

〇12番（土屋美奈子君） 平成26年余市町議会第

１回定例会に当たり、余市町町政執行方針並びに

余市町教育行政執行方針及び予算大綱、また町政

の重要課題について、さきに提出しております予

算要望書を踏まえ、よいち未来を代表して質問を

いたします。 

 世界経済が減速し、景気が失速する中、2012年

12月、第２次安倍政権が発足いたしました。目ま

ぐるしくかじを切らねば乗り切れない激動の時

代、日本はどこへ向かうのか、国と地方の関係は

どう変わるのか、山積する課題に対し地方自治体

はどう動くべきなのかを見きわめなければなりま

せん。また、憲法改正や集団的自衛権の行使容認

への動き、秘密保護法などによる日本の右傾化を



－161－ 

危惧する声が各所から上がっております。日本を

再び戦争のできる国へ向かわせることは断じて阻

止しなければなりません。 

 安倍内閣は、民主党時代の政策の転換を急ピッ

チで進め、経済の再生を政権の使命と掲げ、強い

経済を取り戻すとして大胆な金融政策、機動的な

財政政策、そして規制緩和と投資促進を通じた成

長戦略を３本の矢として打ち出しました。デフレ

脱却、経済優先、大企業優先の政策は、ともすれ

ば大きな貧困層を生み出し、格差の拡大に拍車を

かけます。現政権の公約である物価上昇率２％と

消費税増税が家計の負担となり、景気回復の恩恵

は感じられないまま地方は疲弊感を強めておりま

す。来年10月にはさらなる消費税の増税という中

にあって、本町の経済、町民生活に与える影響、

今後の見通しについてどう捉えておられるのか見

解を伺います。 

 成長戦略の柱の一つとして創設される国家戦略

特区の中の雇用特区は、別名解雇特区とも呼ばれ、

憲法27条や労働基準法、労働契約法が定める労働

者の権利は全く認められないものとなっていま

す。こうした新自由主義的発想は、いずれ特区以

外の地域にも波及する可能性が高いことが懸念さ

れ、日本の雇用制度、働く者の権利を根底から崩

しかねないものであります。また、労働者派遣法

の規制緩和など、従来正社員で行ってきた業務を

派遣労働者に転換しやすいものへと法改正がされ

ようとしており、こういった動きは雇用環境の悪

化につながるのではと危惧されます。雇用や生活

の不安定な非正規労働者が増加をするということ

は、消費活動の減退、所得格差の拡大、少子化の

進行にもつながります。こういった動向をどう捉

えておいでなのか見解を伺います。 

 このような流れに左右されることなく、本町の

労働施策には働く者の視点を基軸に取り組んでい

ただきたいと考えます。生活、雇用に対する不安

解消にスポットを当て、特に子育て世代や若年層

への対策強化、スキルアップのための支援策や人

材育成、男女平等参画の視点から女性が社会で活

躍できる環境整備にも取り組んでいただきたいと

考えますが、見解を伺います。また、新規就農者

や新規起業家への取り組みについてもあわせてお

伺いいたします。 

 社会保障制度について、超高齢化社会の到来に

向け、持続可能な仕組みをどう築くのか、国と地

方の役割分担はどうなるのか、消費税増税を目前

に重要な課題と考えます。医療、介護、年金の事

務処理など多くを担う地方自治体として、国の動

向も見据え、町独自の視点も交え、取り組まなく

てはなりません。社会保障費の増加が増税分より

上回るため、負担はふえるもののサービスは後退

をしていくという状況であります。町民生活に直

結する問題であり、町長の掲げる住みよく安心し

て暮らせるまちづくりを進める上でも大きな影響

が出てくると考えますが、今後の展望について見

解を伺います。 

 一方、近年日本を初め世界各地を襲う自然災害

は、大規模化、多発化をしてきております。甚大

な被害を及ぼした東日本大震災を想定外と捉える

のではなく、災害対策の最前線である地方自治体

として正面から捉えねばならないときが来ている

のではないでしょうか。町民に対する情報提供、

啓発活動について、また避難所における備蓄の配

置状況はどうなっているのか、災害に対する取り

組みについてお伺いいたします。 

 原発から30キロ圏内に位置する本町としても原

子力防災を含む地域防災計画の見直し、また高齢

化が進む中で住民の生命を守る避難体制の整備な

どは大きな課題と言えます。前政権での原発稼働

ゼロ目標を見直すとした現政権が打ち出したエネ

ルギー基本計画では、原子力規制委員会で安全性

のチェックを通った原発は再稼働を進めると明記

され、原発を重要なベースロード電源と位置づけ

ております。国は、立地自治体などの理解と協力
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を得られるよう前面に立つとして原発維持路線を

明確にし、核燃料サイクルも着実に推進するとし

ました。2030年代に原発ゼロを目指すとした野田

政権の方針は、国民の意見をもとにしたものであ

り、今回の基本計画は福島第一原発の事故を教訓

としない国民の意思とかけ離れたものであると言

えます。国の指す立地自治体とはどこまでなのか、

世界で最も厳しい規制基準とはどのような基準な

のか、それは絶対に安全なのか、本町の立ち位置

はどこなのか、この動向を見きわめ、慎重に取り

組まなくてはなりません。一旦過酷事故が起きれ

ば全てがなくなってしまうのです。本町において

は、地元であるという意識でしっかりと声を上げ

ていただきたいし、住民の意思に沿った方向で取

り組んでいただきたいと考えますが、見解を伺い

ます。 

 同時に環境に関する施策では、街路灯の省エネ

化に対する補助制度を拡大、庁舎照明のＬＥＤ化

も順次進めるとされております。エネルギーの大

切さや省エネについては、地域住民も巻き込み、

自主的行動を喚起し、サポートすることが大切で

あります。町民への啓発活動など町内全体でエネ

ルギーと向き合い考える、そういった取り組みも

必要かと考えますが、見解を伺います。 

 昨今少子高齢化、グローバル化が進む中にあっ

て地域ごとの多様性が強まり、基礎自治体職員は

その政策能力の向上が求められております。しか

し、現実問題として人員の削減等により行政内で

の事務処理などに追われ、行動に制約が生じるこ

とも多くなっております。本町でも持続可能な財

政基盤の確立を最重要課題とし、財政再建プラン

をもとに平成19年度から取り組んでまいりまし

た。その柱となってきたものは人件費削減であり、

財政再建は職員の協力なくして達成できない反

面、長期に続けることは士気の低下にもつながり、

また町内全体の経済基盤にも影響を与えるという

面を持っています。 

 本町の財政再建プランは、平成25年度で最終年

度を迎えますが、人手不足を非正規職員に頼って

きた現状からの早期脱却、また時代に即した政策

能力を身につけていくための研修体系が必要不可

欠であります。町政執行方針の職員の資質向上に

関する施策にあるように、さまざまな行政課題に

新たな手法や発想で積極的に取り組める組織への

変革へ向かうためには、何より町長のリーダーシ

ップが必要であり、職員一丸となって進むための

道をどう示すのかが問われていると思いますが、

見解を伺います。 

 また、持続可能な財政基盤の確立は、引き続き

取り組まなくてはならない大きな課題であり、町

民生活に必要不可欠な行政サービスを安定的に提

供できる体制へと向かうため、さらなる改革を進

めなくてはなりません。町財政の根幹をなすべき

町税についても景気の動向、人口減少などの影響

を受け、年々減少傾向にあります。歳入不足を臨

時財政対策債に頼らざるを得ない状況では、ツケ

を先送りにしているだけであり、どこかの時点で

抜け出さなければなりません。今後の行財政運営

の展望について見解を伺います。 

 また、町長の公約であります自治基本条例に関

して本町の行政運営の柱となるものであると考え

ますが、その制定に向けた取り組み状況について

お伺いいたします。 

 土地区画整理事業に関しては、諸課題の解決と

ともに早期の事業完結に向け取り組んでいただき

たいと考えます。機能を集約させたコンパクトな

市街地形成と高速道路開通も視野に入れた交通網

整備、あわせて町内全体の交通体系、道路整備に

ついての施策について見解を伺います。 

 また、町民の重要な足である並行在来線につい

て、国、道の支援策を強く求めていくとともに、

新たな技術対策などＪＲ北海道に協力を要請し、

鉄路存続のため尽力していただきたいと考えます

が、見解を伺います。 
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 また、ＴＰＰ参加交渉を受け、その影響につい

て１次産業を基盤とする北海道は特に大きな打撃

を受けると指摘をされております。本町への影響

という面はどう捉えておいでか見解を伺います。 

 また、国の動向を注視しながら、本町の１次産

業を足腰の強いものへするための各種課題に取り

組まなくてはならないと考えますが、現在の取り

組み状況についてもあわせてお伺いいたします。 

 加えて本町の進める６次産業についてもワイン

特区などの利点を生かし、スピード感を持って進

めていただきたいと考えます。余市ブランドの確

立と同時に、流通、小売、食品加工などの関連産

業がさまざまな形で参画、挑戦しやすい体制づく

りに着手し、相乗効果も引き出せるよう町民も巻

き込んだ地元に親しまれる商品の開発に向け、取

り組んでいただきたいと考えますが、見解を伺い

ます。 

 本年９月からは、ニッカウヰスキーの創業者で

ある竹鶴政孝氏と妻、リタさんをモデルとしたＮ

ＨＫ連続テレビ小説「マッサン」の放送が予定さ

れていることから、本年は観光客の増加も見込ま

れます。観光振興の拠点となる道の駅の機能強化、

充実を図り、観光情報の提供、６次産品を含む地

場産品などのＰＲ、経済活性化対策を強化すべき

であり、絶好の好機を最大限生かすよう取り組ん

でいただきたいと考えます。また、町長がオール

余市でと言われるとおり、町民を巻き込んだ施策

を展開することにより、町政執行方針の大きな柱

の一つである町民と行政が連携して歩むまちづく

りを進める上での一助につながるものと思いま

す。その手法に関しても考慮し、進めていただき

たいと考えますが、見解を伺います。 

 教育行政についてお伺いいたします。現在教育

行政全般についての制度が大きく変わろうとして

おります。教育委員会制度改革は、自民党の政権

公約にも掲げるところであり、安倍首相は経済再

生と並ぶ日本国の最重要課題と位置づけておりま

す。教育委員会のあり方について中教審より政府

に示されたＡ案、Ｂ案に加えＣ案が与党内で議論

をされておりますが、このＡ案に至っては教育委

員会は残るものの首長を教育行政の最終決定執行

機関とし、教育委員会は附属機関に格下げとなる

などの内容であり、現在の教育委員会は実質的に

その機能を失います。これに対して教育の政治的

中立性、継続性、安定性が損なわれるといった課

題が指摘をされておりますが、先般の国会答弁の

中で下村文部科学大臣は、中教審の答申は基本的

にはＡ案、付記してＢ案、そもそもそれは教育再

生実行会議の提言からスタートしたことでありま

すので、政府のスタンスとしてはそれを中心に与

党の中で議論をしていただきたい。与党の中でも

それを前提に議論をしているので、それに沿った

最終的な結論が出るのではないかと期待している

と答えており、Ａ案を基本路線で進める旨を示唆

しました。選挙で首長がかわるたびに教育内容が

変わるようでは学校教育は成り立たないと考えま

す。未来を担う子供たちを戦争に巻き込んではな

らないのであって、非常に危険であると思ってお

ります。今後国会で法案が提出されますが、しっ

かりとした審議の中で、懸念されるような事態に

ならないよう、何より子供たちのための改革であ

っていただきたいと願うばかりであります。 

 こういった背景を踏まえ、本町の教育行政に関

してもどこへ向かうのか先が見えない状況ではあ

りますが、教育委員会として地方自治の自立性と

責任を持って教育行政を執行しなければなりませ

ん。学校教育においては、現場の声に耳を傾けな

がら、子どもの権利条約にのっとり、全ての子供

たちがひとしく教育を受ける権利を有しているこ

と、保護され、支援を受ける権利を有しているこ

と、過度な点数学力を競い合う方向に向かわない

ことを念頭に取り組んでいただきたいと考えま

す。見解を伺います。 

 また、教育の機会均等の観点からも生活保護費
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引き下げによる就学援助の基準について要保護、

準要保護世帯へ影響がないよう考慮していただき

たいと考えますが、見解を伺います。 

 また、７つの重点目標を中心に生涯学習につい

ても多くの学習機会の提供に努め、町民の心豊か

な生活、生きがいづくりに寄与するものとなるよ

う取り組んでいただきたいと考えますが、見解を

お伺いいたします。 

 また、余市紅志高等学校は、北後志唯一の道立

高校であり、地域全体にとっての役割は大きいと

考えます。総合学科の利点を生かした学習体系と

地域産業などとの連携、小中学校とのつながりを

強化し、側面からの支援体制に取り組んでいただ

きたいと考えますが、見解を伺います。 

 以上、よいち未来を代表して質問とさせていた

だきます。 

〇町長（嶋  保君） よいち未来代表、12番、

土屋議員のご質問に答弁申し上げます。 

 平成24年12月に発足した安倍内閣は、大胆な金

融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する

成長戦略、いわゆる３本の矢によってデフレ脱却

への政策を打ち出しました。株価の上昇や失業率

の低下、主要企業による労働者賃金の引き上げな

ど中央においては一定の成果はあるものと考えま

すが、地方においてはいまだ景気回復を実感でき

ない状況と捉えております。本町経済におきまし

ても原料を輸入に頼る業種については、円安によ

る原料価格や燃料高騰などの影響により厳しい状

況にあるものと考えているところでございます。

また、景気回復が実感できない中にあって、灯油

などの石油製品高騰が家計を圧迫する状況で段階

的に引き上げられる消費税増税は、町民生活に大

きな影響があるものと認識しているところでござ

います。 

 次に、国家戦略特区の雇用特区についてですが、

少子高齢化や企業の国際化の進展、正規雇用と非

正規雇用の広がる格差など雇用環境が大きく変化

している中で、雇用と規制緩和についてもっと広

く議論されるべきものと考えており、今後特区に

指定される地域の状況などについて注視していき

たいと考えております。 

 本町におきましては、国の動向を見きわめなが

ら、北海道や関係機関と連携を図り、雇用環境の

整備に努めておりますが、具体的な雇用対策とし

てインターンシップ支援やマナー研修、各種技能

講習や資格取得支援事業など、商工会議所や雇用

促進協議会などの関係機関と連携を図りながら取

り進めるとともに、町民が性別にかかわりなくみ

ずからの意思で社会のあらゆる分野に参画し、そ

の個性と能力を十分に発揮することができるよう

啓発に努めてまいります。 

 次に、新規就農者に対する取り組みにつきまし

ては、新規就農活動支援センターにおいて本町農

業の果樹並びに施設野菜の特徴、各種法規制や資

金等の説明など相談者の希望に沿った相談業務を

行っており、研修に当たっては青年就農給付金の

活用や本町独自制度として実施しております家賃

助成制度の積極的活用と受け入れ農家には報償金

制度で支援をしております。また、就農後におい

ては、新規就農活動支援センターにおいて剪定等

の技術習得研修、指導農業士を交えた中での講義、

意見交換等の新規就農者同士の話し合いの場の提

供など各種支援を実施しており、今後も同様の支

援を継続するとともに、所得の安定しない新規就

農者の方が法人化を検討する場合にはしっかりと

した指導、相談業務でサポートしていきたいと考

えております。 

 さらに、商店街等での新規起業を支援する取り

組みといたしましては、商工会議所、関係機関と

連携を図り、空き店舗対策事業における対象地域

の拡大など制度の充実を図るとともに、中小企業

振興融資制度の活用ＰＲに努めてまいります。 

 社会保障制度に関する今後の展望についてでご

ざいますが、国は社会保障税一体改革による社会
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保障の充実を図るとして、ことし４月から消費税

率の引き上げが行われ、増収分は全て社会保障の

充実、安定化に向けることとされています。さら

に、高齢化が進む中における持続可能な制度の確

立に向けた法改正として、昨年12月に持続可能な

社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関

する法律が施行され、今後講ずべき社会保障制度

改革の措置として改革の検討項目、改革の実施時

期と関連法案の国会提出時期の目途を明らかに

し、具体的な課題の検討に入ることとしています。

町といたしましても、この間も国の制度を基本と

した中で町民の福祉向上のため独自施策を織りま

ぜながら福祉行政を進めているところでございま

すが、今後も国の動向を注視しながら、町民の福

祉を向上させていく視点で取り組みを進めてまい

ります。 

 次に、防災についてご答弁申し上げます。本町

の取り組みといたしまして災害時における情報提

供につきましては、これまでの広報車での周知に

加え、Ｊアラートも活用した携帯電話による緊急

速報メールによる町民への情報提供の体制を整え

たところでございますが、今後は防災無線の整備

に向けた検討も進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 啓発活動につきましては、地震、津波、気象等

をテーマとした防災講演会等の開催や町広報等に

より防災に関する啓発に努めているところでござ

います。 

 避難所における備蓄品につきましては、毛布、

救急セット、石油ストーブ、ラジオつきライト、

発電機、簡易ベッド等の備蓄を進めており、食料、

生活用品につきましても民間企業や業界団体と協

定を締結し、災害時に必要な物資の確保に努めて

いるところであります。現在避難所には備蓄品を

配置しておりませんが、規模の大きな避難所への

備蓄品の配置についての課題などについて調査を

してまいります。 

 次に、原発関係について答弁申し上げます。東

京電力福島第一原子力発電所の事故により、福島

県では現在も14万人の方々が避難を余儀なくされ

ており、一たび原発で過酷事故が発生するとその

被害は広範囲、かつ長期間にわたって影響を及ぼ

すことが明らかになりました。このような状況か

ら、再生可能エネルギー等の積極的な利用により

原子力に依存しないエネルギーへの転換が望まし

いと考えております。 

 また、地元自治体の範囲など再稼働の手続は明

らかになっていませんが、原発問題はこの間後志

管内の全市町村で取り組んでまいりまして、現在

も事故後の対策が続いていることや事故の原因究

明が終わっていないことなど、十分な安全対策が

必要であると考えることから、再稼働については

慎重な対応を図らなければならないと考えており

ます。 

 次に、環境施策のエネルギーにかかわるご質問

にご答弁申し上げます。ご案内のとおり、東日本

大震災を契機とする電力需給逼迫の解消や地球温

暖化対策として省エネルギーの推進は、国全体で

取り組まなければならない大きな課題となってお

ります。このような中、本町といたしましても庁

舎照明のＬＥＤ化など、町の事務事業から排出さ

れる温室効果ガスの削減に向けた取り組みや街路

灯の省エネ化などの施策に積極的に取り組んでま

いりたいと考えておりますが、ご質問にあります

とおり、町民への普及啓発活動により省エネ意識

の高揚を図り、町民や事業者の皆様と連携し、町

内全体で省エネを推進することが重要であると認

識しているところであり、今後も地域の特性に合

った効果的で実効性、実現性の高い省エネ施策に

取り組んで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。 

 次に、町長のリーダーシップについてでありま

すが、私自身町政を預かる者としてリーダーシッ

プを発揮し、常に職員の先頭に立ち、町政を執行
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してまいらなければならないと考えております。

町民の資質向上につきましても、より効果的な行

政運営を行うためには職員一人一人が常に問題意

識を持ち、さまざまな課題解決に取り組みながら、

町民の負託に応えていけるよう職員のスキルアッ

プを図るべく研修の充実も図り、柔軟な組織づく

りに取り組んでまいります。 

 本町の財政状況については、財政の健全度を示

す健全化判断比率において一定の改善が図られて

いるものの、収入の約７割を地方交付税や国、道

支出金などの依存財源に頼っている状況の中、財

政構造の弾力性を示す経常収支比率は依然として

高く、硬直化している状況にあります。また、臨

時財政対策債は、後年度以降の地方交付税で措置

されるものの形式的には地方の借金として扱わ

れ、起債残高が減少しない要因にもなっておりま

す。今後の行財政の運営につきましては、景気の

低迷等による町税収入の減少など不安要素はござ

いますが、安定的な行政サービスを提供するため

には引き続き事務事業の改善等、行政改革を推進

し、将来にわたり持続可能な財政基盤の確立に努

めてまいります。 

 次に、自治基本条例につきましては、現在（仮

称）余市町自治基本条例策定準備会を設置して、

町民組織の立ち上げに向けた準備を進めていると

ころでございます。今後の予定でございますが、

平成26年５月を目途に町民による策定委員会を設

置し、これと並行して職員による検討組織を立ち

上げて、町民と職員との協働により丁寧な議論を

重ねながら策定作業を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、土地区画整理事業と市街地形成、交通網

整備等に関する考え方でございます。現在土地区

画整理事業につきましては、平成26年度の組合解

散に向けた清算金事務が行われておりますが、こ

の土地区画整理事業については組合が解散するこ

とで完結するものではないと考えております。今

後におきましては、管理法人が取得した保留地の

販売促進はもとより、本町にとって貴重な資源で

あるまほろばの郷地区について組合地権者の理解

のもと、この地区の持つさまざまな特質や高速道

路開通などの可能性を最大限活用し、長期的視野

に立った集約型の地域整備を推し進めてまいりた

いと考えております。そのためには高速道路の開

通による当該地区を含めた町内全体に流入する交

通量増加への対応が重要となることから、今後も

関係機関と十分協議を進めるとともに、橋梁の長

寿命化修繕計画に基づく改修事業や道路老朽化対

策としての道路ストック点検調査に取り組み、将

来の市街地形成において円滑な交通体系が確保さ

れるよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、北海道新幹線札幌延伸に伴う並行在来線

の存続につきましては、函館小樽間の沿線自治体

で構成する北海道新幹線並行在来線対策協議会に

おいて鉄路の存続に向けて国や道が積極的な役割

を果たすべきことを強く主張してまいります。ま

た、ＪＲ余市駅の利便性向上やイベント列車乗客

への町のＰＲなどに継続的に取り組み、ＪＲ北海

道とも連携しながら、町民の重要な交通手段であ

る鉄路の維持につなげていきたいと考えておりま

す。 

 次に、ＴＰＰ交渉における本町への影響ですが、

ＴＰＰ交渉に参加し、農産物の関税が撤廃され、

国内対策が何もとられない場合、北海道の試算に

よりますと農業関連分野で２兆1,000億円余り、ま

た水産分野でも水産物の生産減少額として530億

円、さらには林産物の生産減少額33億円の影響が

あると試算されております。本町農業も甚大な影

響を受けることは避けられず、関連する運送業、

機械販売もしくは修理業、種苗、肥料等の業界へ

の影響は多大なものになると考えますので、本町

の基幹産業であります１次産業を足腰の強いもの

とするための施策を積極的に活用するとともに、

国の動向も注視しながら、今後も関係機関、団体
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と連携し、国において適切な対応が図られるよう

強く要請してまいりたいと考えております。 

 次に、６次産業化の推進についてでありますが、

これまでセミナーや講習会を開催し、主役となる

生産者や事業者、さらには各関連産業界も含め機

運の醸成に努めてきたところであります。ワイン

関連につきましては、道内初のワイン特区の認定

や道内一であるワインブドウ生産量や余市ならで

はのブドウ畑の景観をＰＲするなど、ワイン産地

としての知名度アップにもつながっていると考え

ており、６次産業化推進の軸の一つとして取り進

めてまいりたいと考えております。 

 さらに、本町特産品を利用した加工品等の企画、

開発、販売につきましては農業部門から取り進め、

関係機関との連携により町内の女性農業者を中心

に組織されたよいちフルーツグレードアップ研究

協議会を活動の基軸とし、果樹を生かした加工品

の開発等を行ってきましたが、今後においては本

協議会をベースとして幅広い観点から６次産業化

の推進に向け取り組んでまいります。 

 次に、連続テレビ小説「マッサン」の放送を契

機とした観光振興の取り組みについてですが、放

送を契機に竹鶴夫妻ゆかりの地として多くの観光

客が訪れることが予想されます。このたびのテレ

ビドラマ放送は、本町のすばらしい自然景観など

のさまざまな観光資源を全国にＰＲする絶好の機

会であり、応援推進協議会を中心に関係団体等と

連携し、さまざまな取り組みを進め、観光振興及

び観光産業の活性化に努めます。 

 また、今回の取り組みについて町広報やホーム

ページなどで積極的に情報を発信するとともに、

観光客をお迎えする町民にもおもてなしの心と余

市町のよさを発信していただけるよう町民講座な

どを開催し、情報の共有と町民からのご意見をい

ただきながら、行政と町民、さらには経済団体な

どが一緒になった取り組みを進めます。 

 以上、よいち未来の代表質問に対する答弁とい

たします。 

 なお、教育関係の質問につきましては教育長よ

り答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） よいち未来代表、12番、

土屋議員の教育行政についてのご質問に答弁を申

し上げます。 

 １点目に係る私の見解についてのお尋ねです

が、教育基本法には国及び地方公共団体は家庭教

育の自主性を尊重し、保護者に対する学習機会及

び情報の提供、その他の家庭教育を支援するため

に必要な施策を講じるよう努めなければならない

と規定されており、私も全ての子供たちが全国ど

こにいようと教育機会の均等が確保されることが

必要と考えます。また、子供たちの学力向上につ

きましては、決して点数だけに固執することなく、

授業改善や教材の工夫、子供たちの学力に合わせ

たきめ細かな指導の充実を通して確かな学力の定

着に向け取り組んでまいりたいと考えます。 

 また、生活保護費引き下げに伴う就学援助の基

準について要保護、準要保護世帯への影響がない

よう考慮することにつきましては、就学援助は子

供が不自由なく学校生活を送る上で欠かせない制

度であると考えております。児童生徒の教育の機

会均等を確保するためにも子供の将来が親の経済

状況で左右されることがあってはならないという

立場で、生活保護基準の見直しによる影響が及ば

ない対策について制度の運用を検討してまいりた

いと考えております。 

 次に、生涯学習につきましては、町民の生涯各

期にわたる多様な学習意欲に対して中央公民館に

おいては文化祭、公募美術展、各種文化教室等事

業を、図書館では読書普及活動や感想文コンクー

ル、ブックスタート事業等を、また貴重な文化財

を活用した歴史探訪講座、歴史ウオーキング等を、

スポーツ、健康づくりでは各種大会、各種生涯健

康スポーツ等を実施しているところです。町民が

これらの事業に参加いただき、新しい知識や技能
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を習得し、習得した技術や成果を地域に貢献する

ことで生きがいづくりとなるような取り組みを推

進してまいります。 

 次に、道立余市紅志高等学校に対するご質問で

ございますが、本町では毎年150名を超える中学校

卒業生がおり、そのほとんどが高校へ進学する中

で、昨年の町内生徒の余市紅志高校への進学は

30名弱となっております。現在北後志の町村にあ

る唯一の道立高等学校であり、他校にはない総合

学科という魅力ある学校として広く認知していた

だくために管内中学生や保護者、教育関係者への

授業公開や町民を対象とした学校開放講座の開催

などに取り組んでおり、教育委員会としましても

町内各中学校の生徒や保護者へのＰＲ等も含め

て、今後ともあらゆる面で支援してまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

〇議長（中井寿夫君） よいち未来代表、土屋議

員の発言が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２７分 

再開 午後 ２時３９分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほどのよいち未来、土屋議員に対する答弁に

ついて町長から発言の機会を求められております

ので、発言を許可します。 

〇町長（嶋  保君） 貴重な時間発言の機会を

いただき、ありがとうございます。 

 先ほどよいち未来代表、土屋議員の代表質問に

対してご答弁申し上げましたが、その中の町長の

リーダーシップのところで私本来であれば職員の

資質向上につきましてと申し上げるところを町民

の資質向上と間違った答弁をさせていただきまし

て、この部分につきまして訂正させていただきた

く、議会においてよろしくご配慮のほどをお願い

申し上げるものでございます。申しわけございま

せんでした。 

〇議長（中井寿夫君） 代表質問を続行いたしま

す。 

 発言順位５番、公明党代表、議席番号11番、白

川議員の発言を許します。 

〇11番（白川栄美子君） 平成26年余市町議会第

１回定例会に当たり、平成26年度余市町町政執行

方針、余市町教育行政執行方針に対しまして、公

明党を代表して平成26年度公明党予算要望を踏ま

えて町長、教育長に質問を申し上げます。 

 町政執行方針の中で。今、日本の経済情勢は長

引くデフレから早期脱却に向け、かつてないスピ

ード感で経済対策に取り組んでおりますが、政権

発足から１年、株価の上昇、雇用、所得と伸びる

兆しを見せておりますが、景気回復の足取りは確

実に高まってきたと言われております。しかし、

長く続いたデフレからの脱却は容易ではなく、特

に地域経済の動向はいまだに安定しておらず、中

小企業、一般家庭には景気回復の恩恵は十分に行

き渡っていないというのが実感であります。本町

においても税収の減少等により財政状況は依然と

して厳しさが続いているのも現実です。町政執行

方針に示された余市町の将来に向けたまちづくり

の基本的な構想と計画を示した第４次余市町総合

計画に基づき、安心して暮らせる元気にあふれた

まちづくりを進めていく、この決意こそ町長の政

治姿勢を明確にあらわし、責任ある行動を示すべ

きと考えます。これらを踏まえて、平成26年度予

算編成はどのような理念に基づいて編成されたの

か。また、本町が抱える課題解決や町民の幅広い

ニーズに応えることができるのか見解をお伺いい

たします。 

 次に、執行方針に示されている課題について質

問を申し上げます。住みよく安心して暮らせるま

ちづくりについて、高齢者福祉に関する施策につ
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いて伺いますが、厚生労働省によると65歳以上の

高齢者数は2025年に3,657万人、42年には3,878万

人に達すると予測されております。高齢者だけの

世帯の増加、25年には65歳以上の単独世帯と夫婦

のみ世帯を合わせると全体の25.7％を占めるとさ

れております。こうした世帯は、社会から孤立し

がちなため認知症など病気の早期発見がされづら

く、ケアのおくれなども懸念されております。そ

こで、国は、団塊の世代が75歳以上となる25年度

をめどに医療、介護、予防、住まい、配食などの

生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシス

テムの構築に向けた具体的な議論が進められてお

ります。具体的な取り組みは、保険者である市町

村や都道府県が地域の特性に応じてつくり上げて

いく流れになっていると伺っておりますが、地域

包括ケアシステムをどう捉えているのか見解をお

伺いいたします。 

 次に、障害者福祉に関する施策について伺いま

す。障害のある人が住みなれた地域で必要な支援

を受けながら社会活動ができる環境は最も重要な

ことです。障害のある人や家族にとっても切実な

問題であります。就労に結びつける環境づくりを

本町としてどのように考えておられるのか見解を

お伺いいたします。 

 次に、多様な資源と人的パワーを生かした元気

なまちづくりの中でお伺いいたします。農業に関

する施策について伺いますが、道内でも有数な果

樹産地でもある地域の特性を生かし、将来に向け

て安定した農業経営が確保できるように農地の適

正な流動化、後継者の確保、育成、産地間競争に

勝ち抜くためにも国の各種補助金等の活用や制度

の利用を図るとともに、生産品については全国で

通用する余市独自のブランド化を図るなど商品価

値を高めていく必要があると考えますが、見解を

お伺いいたします。 

 次に、観光に関する施策について伺いますが、

連続テレビ小説「マッサン」が放映されることで

来町する観光客への余市ならではのおもてなしの

気配りが必要と考えます。竹鶴政孝氏、妻、リタ

さんの愛する町余市、果樹の町余市、文化財の町

余市をＰＲすることもあわせてさらなる取り組み

の考えをお伺いいたします。 

 次に、町民と行政が連携して歩むまちづくりに

ついて伺います。職員の資質向上に関する施策に

ついて伺いますが、町民の生命と財産を守るとい

う意識がどこか薄れているように思います。もっ

と危機感を持って行政運営に努めていただきたい

と考えますが、見解をお伺いいたします。 

 次に、特別会計のほうで伺います。介護保険特

別会計について。認知症高齢者が予測以上に増加

しており、高齢者介護研究会報告書によるとこの

たび発表された将来推計では2015年には345万人

で10.2％、2025年には470万人で12.8％と大幅な修

正になると言われております。本町として増加す

る実態をどう捉えているのか。また、今後の認知

症対策として初期対応や早期診断を柱としたオレ

ンジプランが国から公表されておりますが、計画

内容について見解をお伺いいたします。 

 次に、認知症サポーター養成講座の開催につい

て伺います。各市町村で行われるようになり数年

がたち、全国でサポーターが300万人を超えたと聞

き及んでいますが、本町ではどのくらいの人数が

サポーターとなっているのか。また、認知症サポ

ーターとして具体的に何をすればいいのかわから

ないという声も多く伺っておりますが、本町とし

ての取り組みをお伺いいたします。さらに、介護

マークの取り組みについてもどのように進めてい

こうと考えているのか見解をお伺いいたします。 

 教育行政執行方針についてお伺いいたします。

教育の根幹は人づくりであり、地域の発展に寄与

できる人材を育成することが何よりも重要である

と言われております。学校教育では、知、徳、体

のバランスのとれた教育活動の充実、学校、家庭、

地域が一体となった教育の推進の取り組みが執行
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方針として掲げられております。これら施策を具

体的に推進するための教育行政執行方針の基本姿

勢について見解をお伺いいたします。 

 １つ目に、みずから学び、みずから未来を切り

開く学習指導の充実の中に特別支援教育に一人一

人の教育的ニーズに応じた適切な対策に努めると

ありますが、具体的な取り組みについて見解をお

伺いいたします。 

 ２つ目に、思いやりとみずから律する心を大切

にする生徒指導の充実におけるいじめの中で、い

じめの実態調査アンケート等の結果や分析の情報

を積極的に活用するとありますが、これをどのよ

うに活用して取り組んでいかれるのか見解をお伺

いいたします。 

 ３つ目に、生命をとうとぶ心を大切にする健康、

安全教育と教育環境の整備充実の中で、非行や犯

罪被害の未然防止のための学校における各指導の

充実を図るとありますが、先日小樽市の先生が薬

物問題を起こし、逮捕され、指導する立場の人間

がこのような事件を起こしたことは非常に残念な

思いです。他市町村の学校とはいえ、我が町とし

ても他人事ではありません。この事件を受けて、

教育委員会としてさらなる啓発の取り組みについ

て見解をお伺いいたします。 

 ４つ目に、スポーツ活動の振興と体力向上及び

心身の健康増進ですが、体力の向上やスポーツ活

動においては指導者の育成や活動の充実を図って

いくことが必要と考えます。スポーツに親しみや

すい環境の整備とありますが、具体的な取り組み

について見解をお伺いいたします。 

 余市町の教育が町民の期待に応えるためには教

育関係者らがそれぞれの果たす役割を自覚すると

ともに、直面する課題を明らかにした上で具体的

な目標を設定して着実に取り組んでいく必要があ

ると思います。 

 以上、公明党の代表質問といたします。 

〇町長（嶋  保君） 公明党代表、11番、白川

議員のご質問に答弁申し上げます。 

 平成26年度の予算編成に当たっては、第４次余

市町総合計画に基づくまちづくりの推進を基本

に、住みよく安心して暮らせるまちづくり、多様

な資源と人的パワーを生かした元気なまちづく

り、町民と行政が連携して歩むまちづくりの実現

に向けた予算編成に努めたところでございます。 

 本町の社会経済情勢につきましては、景気低迷

による町税収入が減少傾向にあり、一方では少子

高齢化に伴う社会保障費の増大が予想されるとこ

ろでありますが、効率よく充実した住民サービス

の提供を念頭にその取り組みを進めてまいらなけ

ればならないと考えております。このような財政

状況のもと平成26年度の予算編成に当たりまして

は、現行の行政サービスを低下させることなく、

これまで継続的に実施してきた事業はもとより集

中豪雨対策や黒川小学校の外壁改修、中学校の緊

急地震速報受信機購入など安心、安全に関する施

策や子供、子育てに関するもの、６次産業化の推

進、教育関係、さらには連続テレビ小説「マッサ

ン」に関する予算措置に配慮したところでありま

す。引き続き厳しい財政状況が続くことは避けら

れない状況ではございますが、将来にわたり安定

的な財政基盤の確立に向け、今後もより一層の努

力をしてまいりたいと考えてございます。 

 次に、地域包括ケアシステムについてでござい

ますが、高齢者の方が可能な限り住みなれた地域

で、その有する能力に応じ、自立した生活を営む

ことができるよう医療、介護、予防、住まい、生

活支援が一体的に提供されるような仕組みづくり

が必要とされております。本町では、高齢化率が

34％台となり、独居や夫婦のみの高齢者世帯、さ

らに認知症の高齢者も増加傾向となっております

ことから、システムづくりを早期に進めていくこ

とが必要であると考えております。今後医療と介

護の連携方策や高齢者のニーズに即した生活支援

サービス、認知症対策など、本町の地域包括ケア
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システム構築に向けた諸課題について関係機関、

団体とも十分に協議しながら、第６期高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画の策定において検討

してまいります。 

 次に、障害者の就労に結びつける環境づくりに

ついてでありますが、障害のある方にとって体力

や能力に応じた仕事をすることは、収入を得る手

段のみでなく障害者の社会参加、日常生活の充実

という意味からも大変価値があるものと考えま

す。現在本町には４カ所の就労支援施設があり、

障害のある方々が働いておりますが、今後とも関

係者からの声を受けとめ、関係機関や事業者との

連携を密にしながら、就労支援に努めてまいりま

す。 

 次に、農業に関する施策についてでありますが、

道内でも有数の果樹産地である本町では、果樹支

援対策といたしまして果樹奨励品種植栽事業など

により品質が高く、安定した生産量の確保に努め、

経営の安定と果樹産地銘柄の確立を図ってきたと

ころであり、支援を継続してまいります。また、

イエスクリーン栽培やエコファーマーといったク

リーン農業への生産組織の取り組みに対しても関

係機関と連携し、取り組んでまいります。 

 農業経営主の高齢化や後継者対策につきまして

は、余市町新規就農活動支援センターにおける相

談活動を通じて農業者の意向を伺うとともに、後

継者の技術向上のための講習会の実施や意見交換

会等の開催を関係機関と協議し、取り組んでまい

ります。 

 生産品については、四季を通じて旬な果樹が豊

富であることとあわせ、札幌駅前通地下歩行空間、

オータムフェスト会場、さらには札幌市内のホテ

ルとの連携による特産品フェアを実施するなど都

市圏を対象としたＰＲを行い、余市ブランド化に

向けた取り組みを進めているところであり、果樹

産地における差別化を目指し、各種制度等の活用

についても研究を進めてまいります。 

 次に、観光に関する施策についてですが、連続

テレビ小説「マッサン」の放送を契機に竹鶴夫妻

ゆかりの地として多くの観光客が訪れることが予

想されます。このたびのドラマ放送は、本町の恵

まれた自然景観、歴史文化や山海の幸を初め豊富

な食資源など、さまざまな観光資源を全国にＰＲ

する絶好の機会であると考えております。また、

来町された観光客がこれらの多くの資源に触れて

いただけるよう細かな情報発信を行うとともに、

観光客が町内に滞留できる環境づくりを観光協会

などとも連携して推し進め、観光振興と地域経済

の活性化に努めてまいります。 

 次に、職員の資質向上についてですが、全て職

員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務

し、かつ職務の遂行に当たっては全力を挙げてこ

れに専念しなければならないこととなっておりま

す。常に職員一人一人が問題意識を持ち、さまざ

まな課題解決に取り組めるよう研修機会の充実を

図り、職員の資質向上に努めてまいります。 

 次に、介護保険特別会計についてのご質問のう

ち、初めに認知症高齢者の実態把握とオレンジプ

ランの関係についてでございますが、認知症高齢

者の人数等の実態把握につきましては、介護認定

審査時における認知症高齢者の日常生活自立度が

判定基準の一つとなっておりますが、本町の平成

24年度の結果では約750名が認知症と判定されて

おります。また、厚生労働省の調査によれば認知

症の割合は高齢者の約15％、認知症予備軍が約

10％と示されており、このデータをもとにした場

合、本町では認知症高齢者が1,000名、予備軍が

700名と推計されますが、認知症になっても本人の

意思が尊重され、できる限り住みなれた地域で暮

らし続けることができる社会システムの構築が求

められるとともに、認知症の進行の抑制や治癒を

図る上で必要となる早期発見、早期治療を行うた

めの支援体制づくりが重要となっております。そ

のため国の認知症施策推進５カ年計画となるオレ
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ンジプランに基づき、本町における推進体制の構

築に向け、関係機関、団体とも十分協議してまい

ります。特に認知症の人の状態に応じた適切なサ

ービス提供の流れなどを示した認知症ケアパスに

ついての作成を進めるとともに、小樽、後志を主

な圏域として保健医療、介護などと連携を図りな

がら、認知症疾患に関する鑑別診断や身体合併症

などに対する急性期治療や研修事業などを主な役

割とする認知症疾患医療センターが小樽市におい

て新たに設置されますことから、今後連携を図り

ながら認知症施策を推進してまいります。 

 次に、認知症サポーター養成講座の関係でござ

いますが、まず町内在住で講習会を受講し、実施

主体である全国キャラバン・メイト連絡協議会に

サポーターとして登録された方は、平成25年12月

現在で171名となっております。認知症サポーター

につきましては、認知症について正しく理解し、

認知症の人や家族を温かく見守る応援者となり、

その上で自分のできる範囲で支援することにより

誰もが安心して暮らしやすい地域づくりを進める

上で広がりが大いに期待されるところでございま

す。本町における養成講座につきましては、これ

まで主に町内の事業所などが中心となって開催

し、町において協力、支援する形で開催してきて

おりますが、認知症の方が社会生活を送る上で周

囲の人たちの理解や見守り、支援などがますます

必要となりますことから、町といたしましても一

般町民などを対象とした講習会の実施を通して、

関係機関、団体などとの連携を図りながら、認知

症サポーターの養成に努めてまいります。 

 次の介護マークにつきましては、高齢化社会を

迎える中で在宅で高齢者等を介護する介護者も増

加しており、介護する人が周囲から偏見や誤解を

受けることがないよう介護マークを表示すること

により、介護者の精神的な負担を軽減することな

どを目的に国においても普及を図っている事業で

ございますが、事業の対象といたしましては在宅

の要介護認定者や身体障害者を介護している家族

などとし、申請に基づき介護中と表示したカード

をケースに入れて交付する方法として、あわせて

町民への介護マークの認知度を高めるためのＰＲ

に努めてまいります。 

 以上、公明党の代表質問に対する答弁といたし

ます。 

 なお、教育関係の質問につきましては教育長よ

り答弁を申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 公明党代表、11番、白

川議員の教育行政執行方針に関するご質問に答弁

申し上げます。 

 １点目でございますが、特別支援教育につきま

しては各校の特別支援教育コーディネーターを中

心に、全教職員の共通理解のもと学習支援員等を

効果的に活用する取り組みを工夫するなど、教育

的ニーズに応じた適切な支援を行うための体制の

強化を図り、教育相談の充実や就学指導の機能を

高めながら、一人一人に応じた特別支援教育の充

実を図ってまいりたいと考えております。 

 ２点目でございますが、いじめにつきましては

いかなる理由があろうと人間として絶対に許され

ないという強い認識に立ち、未然防止に努めると

ともに、早期発見、早期解消に取り組むことが重

要であると考えます。いじめの実態調査アンケー

トなどによりいち早く状況の把握に努め、教職員

の共通理解を図りながら、いじめの未然防止やい

じめのない学校づくりに取り組んでまいりたいと

考えます。 

 ３点目でございますが、小樽市で発生した事案

は、同じ教育に携わる者として非常に残念な思い

で受けとめており、校長会等を通して改めて教職

員の法令遵守の徹底に努めるとともに、薬物乱用

の危険性の啓発など薬物根絶を目指し、引き続き

取り組んでまいらなければならないものと考えて

おります。児童生徒には薬物使用は犯罪であるこ

と、健康に重大な影響を及ぼすものであること、
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さらにその危険性が自分の身の回りにも存在する

ことなどを改めて啓発活動を通して十分認識し、

薬物乱用防止に関する正しい知識を普及させるた

めに薬物乱用防止に関する基礎知識の指導をカリ

キュラムに位置づけ、関係機関の協力も得て薬物

乱用防止教室を開催するなど、薬物乱用防止対策

に引き続き取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 ４点目のスポーツについてですが、児童に対し

ましては遊びを入れたよいちっ子スポーツ教室な

ど、大人に対しましては従前のスポーツ教室のほ

か新たなスポーツ愛好家発掘のためのニュースポ

ーツ教室を開催するなど、各年代が参加しやすい

日程や内容となる各種事業を検討し、生涯学習だ

より等による周知を図りながら、スポーツに親し

みやすい環境整備に取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 公明党代表、白川議員の

発言が終わりました。 

 発言順位６番、明友会代表、議席番号９番、彫

谷議員の発言を許します。 

〇９番（彫谷吉英君） 平成26年度予算編成に当

たり、町長の執行方針を進めるために特に財政面

について明友会を代表して何点かにわたりまして

ご質問いたします。 

 人口減少は、地域の経済活動を縮小させる要因

になっています。税収が落ち込み、財政規模が縮

減、これに伴う住民の負担増がますます深刻化し

ます。行政負担ができなければ十分な行政サービ

スは提供されません。町民には手数料、使用料の

増額負担になり、さらに生活道路の管理、清掃、

町のイベントが縮小され、加えて空き家がふえ、

空き店舗がふえてきます。このように人口減少地

域では地域社会としての基礎的な機能が維持でき

なくなります。このような現状を踏まえ、多様な

住民要望に的確に応えるためどうするか順次質問

してまいりますので、ご答弁のほどよろしくお願

いいたします。 

 まず、町民参加による町民主体のまちづくりに

ついてお伺いいたします。町長は、町政執行方針

の中で情報の公開、情報の共有、政策の説明と政

策推進過程の透明化を挙げており、昨年度も同じ

方針を挙げていますが、今までにどのように情報

を共有し、どのように政策を説明し、どのように

政策過程を透明化してきたのか。また、今後どの

ような手法をもって展開していこうとするのか具

体的にお聞かせください。 

 次に、地域振興による経済の活性化についてお

尋ねいたします。冒頭に申し上げましたが、日本

経済はデフレで長引く景気低迷からいまだ脱出で

きず、北海道経済、さらに余市町経済を直撃して

おり、これらの状況から一刻も早く抜け出すため

にも本町独自の経済活性化対策が緊急の課題と考

えておりますが、次の点についてお伺いいたしま

す。 

 インフラ整備と商店街振興対策について。旧協

会病院跡地の再開発はどうなっているのか。また、

それに沿っている町道河口港線の計画はどうなっ

ているのか。この地域は、黒川商店街、大川商店

街の中心商店街の活性化にとって重要な拠点とな

る部分です。今後どのように開発しようとしてい

るのか考え方をお伺いいたします。 

 商店街対策についてですが、景気低迷による消

費意欲の減退、さらには人口減少、中でも少子高

齢化と若者の流出等非常に厳しい状況の中、本町

としても国や道と連携をとりながら、商店街振興

対策に積極的に取り組んでいかなければならない

と考えています。空き店舗対策だけでは問題は解

決しません。より積極的に具体的な対策について

お伺いいたします。 

 次に、財政についてお伺いいたします。本町に

おいては、人口減少に伴う町税及び交付税の大幅

な減少が予想され、財政状況がますます硬直化し

ていきます。恒常化する歳入不足に対処し、財政
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基盤を整えるためにも企業誘致による法人町民

税、固定資産税の増収策を考えるべきと思います

が、見解をお伺いします。 

 次に、観光振興対策についてですが、本町には

余市川を初めとする自然や果樹、漁業等の食材な

どすばらしい観光資源が存在し、さらには札幌近

郊という地の利がありますが、恵まれた諸条件を

生かし切っておりません。このたび観光協会の独

立した事務所ができ、どう連携をとるのか見解を

お伺いします。 

 以上をもちまして明友会代表質問を終わりま

す。 

〇町長（嶋  保君） 明友会代表、９番、彫谷

議員のご質問に答弁申し上げます。 

 町民参加による町民主体のまちづくりを進める

上で、行政と町民が情報を共有することについて

は大変重要と認識しております。こうした考えの

もと、町の仕事や予算の使い方を知っていただく

ための余市町の予算説明書の全戸配布、町の重要

な計画等について広く町民の皆様から意見を公募

するパブリックコメント制度の創設、さらには地

方分権時代における自治体運営のルールを明文化

する自治基本条例制定に向けた準備などを進めて

きたところでございます。また、余市町区会連合

会との共催で毎年開催している町政懇談会につき

ましても町内４ブロックごとに実施するなど、町

が進める各種施策について町民説明の機会拡充に

努めてまいりました。平成26年度町政執行方針に

おきましても情報の共有に関する施策として広報

広聴機能の活用、充実、多くの町民との意見交換

による情報共有化の推進、町の予算説明書の全戸

配布の３点を掲げました。これらの施策を着実に

実行することにより情報共有と政策過程の透明化

を図り、町民と行政が連携して歩むまちづくりを

推進してまいります。 

 次に、経済の活性化についてです。旧協会病院

跡地につきましては、用地取得後これまでの間、

余市商工会議所において策定された余市町中心商

店街活性化基本構想や中小小売業商業活性化構想

などにより地域活性化の利活用についてさまざま

な角度から検討されてきたところでありますが、

この間の社会経済情勢の変化や長期の景気低迷等

の影響によりいずれも実現には至っておりませ

ん。 

 また、河口港線につきましては、平成14年度か

ら19年度にわたって一部工事を実施しております

が、広い幅員を持つ街路整備に多額の事業費が必

要となるため一時休止となっております。今後の

整備に当たっては、旧協会病院跡地を含む行政財

産とあわせ、まちづくりの観点から十分な調査検

討を行ってまいりたいと考えております。 

 商店街の振興対策については、商店街の一層の

活性化を促すべく商店街連合会や商工会議所と密

接な連携を図りながら、平成26年度からは対象地

域の拡大を図り、起業しやすい空き店舗対策や商

店街活性化対策の継続支援に取り組むとともに、

今後においても関係機関との十分な協議のもと有

効な振興対策について検討してまいります。 

 次に、財政についてのご質問でございますが、

人口減少に伴う町税及び交付税の減少につきまし

ては、本町のみならず全国の自治体が抱えている

深刻な問題であります。本町においては、行政改

革推進計画や財政再建推進プランの実行により健

全な財政基盤の確立に努めてきたところであり、

今後とも効果的、効率的な行政運営を推進してい

く必要があると考えております。議員ご指摘のと

おり、今後の人口減少に伴い財政状況も厳しさを

増してくることが予想されますが、地方分権時代

にふさわしい地域のことは地域が決める主体的な

まちづくりを推進するためには財政基盤の確立が

求められることから、今後も企業誘致等の経済活

性化策や移住、定住推進のための町のＰＲ、住宅

政策の推進など自主財源の確保に向けた取り組み

を進めてまいります。 
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 次に、観光振興対策についてですが、本町はす

ばらしい自然環境と豊富な四季折々の新鮮な海の

幸、山の幸に恵まれており、貴重な文化財などの

さまざまな地域資源を有し、これらを観光資源と

して本町の観光振興を図り、地域経済の活性化に

結びつけていかなければならないものと認識して

おり、その取り組みについては民間事業者を中心

として主体的に活動を行うために今回再編整備さ

れる観光協会への財政支援を行い、より一層それ

ぞれが有する情報、技術、資源、人材等を生かし

た効果的な取り組みを進め、地域活性化を図って

まいります。 

 以上、明友会の代表質問に対する答弁といたし

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 明友会代表、彫谷議員の

発言が終わりました。 

 以上をもちまして、平成26年度の余市町各会計

予算と町政執行方針並びに教育行政執行方針に対

します代表質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま審議中の議案第

１号ないし議案第６号までの議案６件について

は、さきに議会運営委員会委員長から報告のとお

り、議長を除く議員16名をもって構成する平成

26年度余市町各会計予算特別委員会を設置し、付

託の上、審査、調査することにいたしたいと思い

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、一括議題となっております議案６件に

つきましては、議長を除く議員16名をもって構成

する平成26年度余市町各会計予算特別委員会を設

置し、付託の上、審査、調査することに決しまし

た。 

 なお、本日の会議終了次第、301、302号会議室

において本特別委員会を開催いたしますので、ご

参集願います。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第１項及び第２項の規定に基づ

き、15日から27日までの13日間は休会といたした

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、15日から27日までの13日間休会とする

ことに決しました。 

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、28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 ３時２０分 



－176－ 

    上記会議録は、小松書記・阿部書記の記載したものであるが、

   その内容が正確であることを証する為、ここに署名する。

       余市町議会議長   １７番  中  井  寿  夫

       余市町議会議員   １４番  佐 々 木  正  江

       余市町議会議員   １８番  吉  田  浩  一

       余市町議会議員    １番  野  呂  栄  二


