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平成２７年余市町議会第１回定例会会議録（第２号）
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  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  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  坂 本 満 彦 

  保 健 課 長  須 藤 明 彦 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 
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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  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 
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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27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、吉田豊議員は通院のため遅刻の旨届け出

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３番、議席番号４番、藤野議員の発言

を許します。 

〇４番（藤野博三君） 私は、第１回定例会開催

に当たり、さきに通告のとおり、大まかな１件の

質問をさせていただきますので、明快な答弁よろ

しくお願いいたします。 

 2013年３月、国立社会保障・人口問題研究所、

社人研が2040年の地域別将来人口推計を発表しま

した。その推計によると、余市町の総人口は2010年

と比べると40.7％減の１万2,602人で、高齢化率は

44.6％、15歳から64歳の生産年齢人口は48.9％減

の5,968人、ゼロ歳から14歳は42.6％減の1,011人

になると見込まれています。昨年５月には日本創

成会議人口減少問題検討分科会が発表した人口推

計によると、余市町は子供を産む中心世代となる

20歳から39歳の女性、以下若年女性、が2010年の

1,942人から30年間で667人、65.7％減少、に減少

し、減少率が50％を超える消滅可能性都市に当た

ります。若年女性が50％以上減少すると、出生率

が上昇しても若年女性の流出によるマイナス効果

がそれを上回るため人口減少はとまらない。余市

町も最終的には消滅する可能性があります。 

 また、2006年、少し古いデータにはなりますが、

社団法人北海道未来総合研究所、道未来総研が「北

海道市町村経済の将来推計・人口要因が市町村の

ＧＲＰに与える影響2000年～2030年」を発表して

います。この報告書は、2030年を目標年次として、

道内179市町村の人口推計とＧＲＰ、以下域内総生

産、国のＧＤＰに相当します、の推計を行ってい

ます。今後余市町においては、人口、域内総生産

が減少し、その結果歳入の減少、生活、産業関係

の各種インフラ、住宅、学校、公共施設、水道な

どの利用頻度が減少して遊休化し、一方ではその

維持管理、修繕コストは増加し、そのため財政が

圧迫されます。商店街の空き店舗、遊休化した農

地が点在するような使いにくい町の構造に変化す

るおそれがあります。それを回避するため総合的、

計画的な地域経営を推進すること、また国として

も今地方創生を初めとして地方との協働の必要性

を強調しており、余市町の今後の取り組みと国の

施策次第では余市町の将来像を大きく変化させる

可能性があります。 

 少子高齢化、人口減少の中で余市町の域内総生

産は2000年に約710億円で、2015年、本年には約

606億円、2030年には443億円まで減少すると推計

されています。就業人口１人当たりの域内総生産

が年0.3％程度ずつふえ、人口１人当たりの域内総

生産は年0.1％程度ずつ減少すると推計されてい

ますので、生産年齢人口の大幅な減少が域内総生
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産の大幅な減少の最大の要因と考えられます。前

段を踏まえ、以下質問をいたします。 

 １問目、余市町の域内総生産の減少率を少しで

も緩やかにするため生産年齢人口増加のための施

策が最重要と思いますが、お考えをお尋ねいたし

ます。 

 ２問目、余市町の経済の持続性を考えるとき子

供を産む中心世代となる若年女性の減少を食いと

め、さらに増加させるための施策を早急に立案、

施行するべきと思いますが、考えをお尋ねいたし

ます。 

 ３問目、余市町の域外市場産業、農業、漁業、

製造業などの生産額が2000年には144億円で、

2030年には93億円と約35％減少すると推計されて

います。これは、農水産業や製造業の１次、２次

産業が衰退していくことであり、域外市場産業が

衰退すると小売業、卸業やサービス業等の域内市

場産業が減少するスパイラルにはまります。この

ことからも農水産業や加工業等の製造業の第１

次、第２次産業の振興や農水産業の６次産業化を

強力に推し進めるべきと思いますが、考えをお尋

ねいたします。 

 ４問目、全道179市町村の中で経済社会圏を持た

ず、大都市と離れている道東の中標津町、余市町

と同規模町村であります、は2030年まで人口がふ

え続け、域内総生産も緩やかな減少にとどまると

報告されています。また、若年女性の人口減少率

も36.3％で、消滅しない都市に分類されています。

大いに参考にすべきと思いますが、考えをお尋ね

いたします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、藤野議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 最初に、ご質問の１点目、余市町の域内総生産

減少を食いとめるための生産年齢人口の増加に向

けた施策について、また２点目の若年女性の減少

を食いとめ、増加に転じるための施策につきまし

て関連がございますので、一括してご答弁申し上

げます。 

 議員ご質問の中で日本創成会議人口減少問題検

討分科会が昨年５月に発表した人口推計、さらに

は北海道未来総合研究所が平成18年に発表した北

海道市町村経済の将来推計の数字が提示されまし

た。日本創成会議の人口推計につきましては、目

標年次を2040年、また北海道未来総研の経済推計

につきましては目標年次を2030年に設定し、それ

ぞれ将来の人口や域内総生産、ＧＲＰを推計した

ものでございます。いずれの推計におきましても、

議員ご指摘のとおり、余市町にとっては大変厳し

いものとなっており、このままでは人口の減少と

域内総生産の減少がいわばマイナスの相乗効果と

なってこの傾向に加速をかけていくものと認識を

しております。 

 一方で、人口減少や域内総生産の減少は、日本

社会全体が抱えている深刻な課題であり、この傾

向に歯どめをかけていくためには経済部門はもと

より民生部門や教育部門など、町政全般にわたる

さまざまな施策を効果的に進めていくことが必要

と考えます。中でも地域の活性化に向けては、地

域経済活動を担う生産年齢世代、子育て世代の増

加が求められるところでございます。 

 人口減少問題が国を挙げての大きな課題となる

中、政府においては昨年12月にまち・ひと・しご

と創生総合戦略を策定いたしましたが、本町にお

いてもこうした動きを受け、平成27年度中に余市

町の特性を生かした地方版の総合戦略を策定すべ

く現在作業を進めております。その中では生産年

齢世代、子育て世代の減少を食いとめ、さらには

増加に転じさせるために経済分野だけではなく、

民生分野や教育分野なども視野に入れた中で検討

を進め、有効な施策を戦略の中に位置づけて実行

してまいりたいと存じます。 

 ３点目の１次、２次産業の振興と６次産業化に

ついてでございますが、本町経済の基盤でありま

す農業、水産業の振興対策については、地球温暖
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化により農業においては異常気象の影響による果

樹の収穫時期並びに収穫量の変動、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取

り組むとともに、経営基盤強化施設等の充実のた

め経営体育成支援事業を継続実施してまいりま

す。 

 一方、漁業振興対策としては、つくり育てる漁

業の推進のため浅海増殖事業、アユ種苗放流事業

を継続実施するとともに、余市町沿岸漁場再生活

動組織が実施するいそ焼け対策事業への支援や国

の補助金を活用し、整備が進められております余

市郡漁業協同組合の製氷貯氷施設は本年夏以降に

稼働予定となっており、本町においても助成措置

を講じるなど漁業経営の安定化に努めてまいりま

す。また、漁業従事者の減少に歯どめをかける上

からも北海道における日本海漁業振興緊急対策事

業を活用した養殖漁業への取り組みにつきまして

も関係機関と十分協議し、検討してまいります。 

 ６次産業化についてでございますが、この間本

町の農産物を活用した加工品の創作や販路の開拓

に向けた支援を行うとともに、機運を醸成させる

講演会やセミナーを開催するなど、６次産業化に

対する理解を深める取り組みを進めてまいりまし

た。ワイン特区の認定とあわせ、全道一のワイン

用ブドウ生産量やブドウ畑の景観を積極的にＰＲ

してきたことによりワイン産地としての注目が集

まってきていると考えており、今後においてもワ

イン用ブドウの産地として良質で安定した生産を

維持しつつ、新規就農や新たなワイナリーの建設

計画、さらにはワイン産業にかかわる人材育成の

ための学校を設立する動きもあることから、これ

ら生産者や事業者とも連携をとりながら、ワイン

産業の振興を図ってまいります。 

 また、既に商品化されている本町産品を生かし

た加工品のデータを収集し、ホームページやパン

フレットとして紹介する取り組みを昨年から実施

しているところであり、引き続きこれらのＰＲ活

動を推進してまいります。 

 さらに、生産者と関係機関により組織されてお

りますよいちフルーツグレードアップ研究協議会

において本町産品を生かした加工品の開発、生産

体制や販路の開拓を進めるため専門的な視点から

の意見を取り入れながら余市ブランドを確立する

など、６次産業化の取り組みを進めてまいります。 

 次に、ご質問の４点目でございます日本創成会

議人口減少問題検討分科会の推計によりますと、

日本全体が人口減少社会を迎える中において北海

道は特にその傾向に拍車がかかっており、このま

ま歯どめがかからなければ2040年の本道の人口は

約419万人にまで減少すると推計されております。

一方で、北海道の中においても議員ご指摘の根室

管内の中標津町のように現在でもなお人口が増加

している自治体もございます。日本創成会議人口

減少問題検討分科会の推計では、中標津町におい

ても今後人口減少が予想されるもののその傾向は

緩やかで、2010年から2040年の30年間における若

年女性変化率はマイナス36.3％にとどまり、総人

口も２万3,982人から２万443人へと3,500人の減

少にとどまると推計されています。道内ではほか

にニセコ町や十勝管内の音更町、芽室町などで総

人口、若年女性人口変化率が微増、もしくは緩や

かな減少にとどまっておりますが、これらの自治

体に共通する要素として生産年齢世代の働く場の

あることが挙げられると認識しております。中標

津町の場合には、基幹産業の酪農と製造業によっ

て雇用の場が確保されているとの分析もあり、働
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く場があることにより若者が地元に定着するとと

もに、若年世代の移住が促進され、人口減少にも

一定の歯どめがかかっているものと考えます。雇

用の場の確保は、人口減少に歯どめをかけるため

の最も重要な課題であり、地方創生に向けた総合

戦略の策定と実行に当たっては、先進自治体の事

例を参考にしながら、６次産業化の推進など余市

町の特性を生かした施策を実行してまいりたいと

考えていますので、ご理解を願いたいと存じます。 

〇４番（藤野博三君） 再質問させていただきま

す。 

 今町長が私の１問目と２問目の質問をまとめて

答弁されましたけれども、私としてはできたら別

々に答弁していただきたいという思いもありまし

たが、答弁がそういう答弁だったので、私も２問

目はまとめて再質問させていただきます。 

 私もかなりこの中標津のことと域内総生産のこ

とを何年も前から、上野町政時代から質問してい

るのです。それが実際どうなっているのかなと思

って、役所としては一生懸命動いているのでしょ

うけれども、人口減少も公の機関の推計よりは若

干人口減少が抑えられているようなところもあり

ますけれども、実際１年に300人前後ぐらい人口が

減っていっていると。12月31日の住民基本台帳で

も辛うじて２万人を維持しているというような状

態です。このままでいけば恐らく１万9,000人台に

なってしまうのかなと。だけれども、実際問題と

して人口減少その他は、一朝一夕に今何かをやっ

たからすぐ人口減少がとまるとか、流入人口がふ

えるというものではないのですけれども、ただ２

万人の町と１万人台の町というのはやっぱり違う

かなと。そう考えたときに、今町長もいろいろな

ご答弁されましたが、この町どうするのだと、人

口減少をとめるためにどうするのだと。 

 それこそ「地方消滅」の中で増田元岩手県知事

も言っているように、地域が生き残るには６つぐ

らいのモデルがあるのではないかと。番外席の中

でも「地方消滅」読まれた方はたくさんいると思

うのですけれども、やっぱりそういう町をどうす

るのか、余市町をどうするのかと。今町長も述べ

られたように、農業を基幹産業としてやっていく

のだと。それはいいと思います。ただ、その方策

として、そうであればどんな農業の町にしたいの

か。確かにワイン特区もある。余市には余市を支

えてきたリンゴというものもある。ただ、それが

果たして今の町の人口減少、または町の経済状態

を見たときに生かされているのかなと。今農家の

方は、そうでない方もいらっしゃるけれども、リ

ンゴをとって、リンゴ本体を売る。そうではなく

て、例えばリンゴとかブドウを搾るだけ、搾るだ

けというか、搾るのは自分のところでやるのだと。

要するに１次加工、２次加工です。そういうもの

もやるようになれば農家の収入もふえていくので

す。また、農家の人手も足りなくなるのです。農

家の就労人口が減れば生産法人にするとかいろい

ろなこの辺の方法もあると思います。ただ農業人

口が減ったから困った、困っただけでなくて、そ

ういう方策をできればどうするのだと。そして、

15から64歳までの就業人口、まずはこれを減らさ

ないと、減らさないように努力をすると。その辺

の方策を町長に考えてやっていただきたいと思う

のです。というのは、国とか道のことはいいので

す。余市町がどうなるかということなのです。だ

から、最低連携するのであれば仁木町とか古平町

とかこの経済圏の中でまずどういうふうに例えば

北後志を生き残らせるのかと。その中心として余

市がどうすればいいのか。小樽はまだ12万人くら

いの人口がいるし、これ余市町と一緒に連携して

いくというのは難しいところもあると思う。観光

とかそういうのは別です。だから、そういうこと

を考えたときにその辺の中で生産年齢人口、その

辺の考えをきちんとこういうものをやっていきた

いのだと。せっかく今ワインのブドウから、また

は生食用のブドウから、リンゴから、特にリンゴ
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なんて足りないと言われているのでないですか、

ジュース用のリンゴなんて。そしたら、これどう

するのだということです。きょう木を植えたから

といってすぐリンゴなるものではないけれども、

そしたら３年、５年を見据えて余市町はこういう

ふうにするのだと。 

 だけれども、余市町の全体を考えれば、ちょう

どことし推計と同じように2015年です。そのとき

域内総生産600億円ぐらいに減るのだと。いろいろ

な町の資料を見ても、経済データによれば町の生

産高というのは300億円から400億円なのです。と

いうのは、目に見えない付加価値が生まれている

ということなのです、それ以外に、物が流通する

ことによって。私ここで言っているのは売上高で

はなくて、あくまでも物が移動することによって、

加工することによって生まれる付加価値ですか

ら、この域内総生産というのは。これは、何か難

しい計算があって、例えば経済推計とか町勢要覧

とかそういうのではなかなかその数字は出てこな

いみたいですけれども、私も学者ではないので、

そういう正しい、これ計算式は未来総研でも何で

も載っています。でも、我々は係数とか指数を知

らないからなかなか。でも、実際それだけの余市

町は経済力もあるのです。恐らくニッカも入れれ

ば600億円が700億円になると思います。これは大

きい。言い方悪いけれども、域内総生産というの

は粗利益と考えてもらえば、ちょっと違うのです

けれども、でもわかりやすく言えば粗利益なので

す。それだけの商品が、製品が流通することによ

って粗利益が生まれていると。その粗利益の中か

ら我々が商売しながら給料をもらい、そして役場

に税金が入る。そして、いろいろなものが、イン

フラとかそういうものが整備されていっているの

です。だから、これを減らさないような方策はど

うしたらいいのだということを私は町長に質問し

たつもりなのです。町長の答弁もそれなりに一生

懸命答弁されているから理解します。だけれども、

そこなのです。はっきり言って１つはどんな町に

して若年人口を、今若年人口だけでも100人ぐらい

減っていっているのかな。失礼しました、就業人

口100人ぐらい減っていっているのです、要するに

15から64歳までの。だから、それをどういうふう

に抑えるかと。また、子供を産む世代である20歳

から39歳の女性の方、この流出をどうとめるか。

これが流出が50％切らないと出生率がふえても人

口はふえませんよと増田寛也さんが言っている

し、北海道の未来総研でも言っているのです。 

 この推計というのは、北海道未来総研の話にも

あるけれども、同じような月に経済産業省も同じ

ようなデータを発表しているのです。人口減少下

における地域経営について発表しているのです。

ただ、これは残念ながら細かくはないのです。余

市の場合は、余市と仁木含まれる。倶知安の場合

は、倶知安、ニセコ、それから京極、これが含ま

れる。経済圏という形で見ているものだから、ち

ょっと個別のものには当てはまらないのかなと。

ところが、この北海道未来総研、去年解散してし

まったのですけれども、最後の詳しいデータなの

です。どのデータ見ても当たらずとも遠からずで

経済も落ちますよと、域内総生産落ちますよと、

人口も減りますよと、女性も減りますよと、子供

を産んでくれる女性が減りますよと。だから、そ

ういうのをどういうふうにしていったらいいのか

なと、そういうのをどうするのかなと。だから、

この余市の町をどういう町として生かしていくの

かなと。 

 これは、「地方消滅」の増田元岩手県知事の言

葉をかりると産業誘致型だとか、これ鳥取県の日

吉津村というのがあるのです。米子市の中に日吉

津村という村があるのです。ここは王子製紙の工

場があるのです。その王子製紙の工場と工場の固

定資産税とそこから生み出される各従業員の収入

によって村民税が払われているのです。小さな村

なのだけれども、人口がふえるだろうと。村長さ
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んは、絶対米子とは合併しないのだと。なぜかと。

住民サービスが低下するからだと。だから、米子

市の場合、米子市というのは小樽より大きなまち

だから、ただその中にあって米子市に頼っていな

いのです、全く。本当に離れ小島のようにある村

なのです。やっぱり特徴があるからです。ここは

企業があるからそういうことも言えると思うので

すけれども。 

 ただ、実際北海道で人口ふえたっていろいろな

ベッドタウン、私はベッドタウンのまねごとはし

ないほうがいいと思うのです。ただ、町が発展し

ていく中で例えば小樽、札幌のベッドタウンにな

るというのはこれはいいかもしれないけれども、

これから例えばまほろばを売り出して、あそこを

ベッドタウン化しようというよりは、余市の基幹

産業を生かしながら、若年女性も含めた就業人口、

これをふやしていけるような方策をぜひ総花的で

はなくて何か集中してやっていただきたいと思う

のです。私の話が総花的になってしまいましたけ

れども、その辺のことでどうするのだと。この町

どうするのだと、人口を減らさないために。特に

子供産んでくれる若年女性、それと15から64のこ

れをいかに流出をとめるかと。300人ずつ減ってい

ったら、この中の３分の１は一番今働き盛りの人

たちなのです、減っていっているのは。だから、

その辺を踏まえて、また１、２問まとめてでいい

ですので、どんな町にしたいのかと。改めてここ

に学園都市をつくろうかという、町長がそういう

考えであればそういう考えでもいいのですけれど

も、その辺で町長の考えを聞かせていただきたい

と思います。 

 それと、もう一つ、子育て世代イコール子供を

産んでくれる若年女性の世代、これがやっぱり一

番大事なのかなと。これは、今すぐ子供産んでい

ただいても15年しないと労働力にはならないので

すけれども、でもそれを考えたときに何か核にな

る施設というのか、そういうのもつくることを考

えられないのかなと。これはなかなか難しいです

けれども、例えば総合母子保健センター、これを

つくっているところたくさんあります。ただ、そ

こには産婦人科も併設されているところもある

し、総合病院のすぐ近くにこのセンターをつくっ

て、出産するのは産婦人科のある病院と。その後

の産後のケアとか、それから子育ての相談、そう

いうものを総合母子健康センターでしていると。

余市町の場合は、恐らくそのセンターにも産婦人

科を設けてとなると、これはまた新設病院みたい

な形になるので、いろいろ難しいところもあるか

もしれないけれども、それは産むのは例えば小樽

市立病院のそういうところにお任せして、産む前

と産んだ後のケアは余市でやると。それこそそう

いうものはこの北後志全体でも余市が核になって

できると思うのです。それは、絶対人口を減らさ

ないためには、ちょっとお金はかかるけれども、

そういうことをやる必要も私はあるのではないか

と思うのです。だから、その辺について、総合母

子健康センター、これは一つの名前なのですけれ

ども、そういう名称でもやっているところたくさ

んありますけれども、その辺の町長の考えを聞か

せてください。 

 それからあと、一番私が何回も何年も前から言

っている余市町の産業の振興です。ただ、これは

要は町長の答弁を聞いていますと、確かに総花的

な施策としては私も全然それは悪いとかおかしい

のではないかということはないと思います。いい

ことだと思います。ただ、もう少し的を絞ったも

のができれば、なおいいのかなと。例えば私もよ

く言葉が出てこないのですけれども、余市の産業

なんかでは、初めの質問の要旨の中にも書いてあ

るのですけれども、漁業、農業、製造業、これと

いうのは余市町で物を生産して、よその地域から

お金を余市町に持ってくるということなのです。

それが域外市場産業というのですが、農業、水産

業、製造業、観光業もこれに入るのです。だから、
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その振興をもう少しやっぱり。農業、漁業という

のは大事な柱になってくるのです。だから、その

辺もう少しどういうふうにするのか。私議員一人

で頑張っても、議会みんな頑張ったってたった

18人よりいないのです。町長は補助執行してくれ

る人が200人もいるのですから、十分に職員の能力

を使ってその辺を産業の振興というか、それをや

っていただきたいと思うのです。 

 域外市場産業、外に物を売るというのもこれも

人口減少すれば就業者の影響を受けるのです。受

けるけれども、人口減少が進んでも生産性向上し

たり、就業年齢というのか、65歳以上の方の高齢

者の方を利用すればこの域内市場産業、域外に売

り出すための付加価値というのは上げられる。そ

うすれば少々人口が減っても産業規模そのものは

落ちないということなのです。だから、町長がい

つも、私たちも言う。農業、漁業は基幹産業だと。

そうであれば、今農業生産というのは生産額で

40億円から45億円ぐらいです。これを付加価値で

40億円、50億円になるようにすれば、要するに生

産額を今の倍以上に上げるということです。付加

価値というのは、大体45％から55％の間ぐらいで

すから。粗利と言ったほうがいいかもしれない、

粗利益。農業推計というのはあくまでも扱い高、

売上高だから。だから、これをふやせば生産性上

げたり、そういうふうにしていけば、もしどうし

ても人口減少がある程度減っていくとなればそう

いうもので余市の経済をカバーしていくよりしよ

うがないです。そうやれば今いる余市町の住民の

所得が上がっていくのです。所得が上がっていけ

ば購買力がつくのです。だから、そういうことを

考えたぜひ施策をやっていただきたいと思うので

す。だから、就業者１人当たりの域内総生産は増

加するのです。今でも増加しているのです。年に

0.3％ずつ増加しているのです。人口というのは、

あと５年、10年、15年先の話ですから、ふやして

いくとなると。今はとめることが一番で、人口減

を。そう考えたとき私は経済、特に利益を上げて

いく余市町の産業をつくってもらわないと、その

利益が国でいえばＧＤＰ、余市町でいえばＧＲＰ

というのです、域内総生産。国では国内総生産で

す。これがなければ町の力なんてつきません、絶

対に。だから、国だって一生懸命国内総生産が伸

びたとか伸びないとかといろいろな報道されてい

ますけれども、余市だってこれ伸ばしていくよう

な、これは国ではなくて余市町がやる、余市町自

身で。国というのは、今はふるさと創生でちょっ

とアイデアあるまちには交付金出しますよという

ことを国は言っているけれども、みんな押しなべ

て同じ施策を国からの上意下達でやったって恐ら

く人口は伸びないです。やっぱり何かアイデアを

持ってやったまちが伸びるのです。だから、国か

らの指導とかそういうのでなくて、この余市町が

どうするのだと、そういうことをぜひやってもら

いたいと思うのです。その辺についても、域内総

生産から３問目の質問としてぜひ町長のその辺の

考えももう一度お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、４問目、私も中標津、中標津と何かあれ

ば中標津を引き合いを出すので、この町って本当

にすごいのです。ここは域内総生産が今で900億円

ぐらいあるのです。そしたら、生産額といったら

その倍以上あるから、約2,000億円近くの生産額が

あるのです、農業の。あそこは牛の数が４万頭近

くいる、300弱ぐらいの農家で約３万頭近くも飼育

している町だから、農家１戸当たりの牛の数、そ

れから売り上げというのは余市の農家とは比べら

れないとは思うのですけれども、ただそれだって

初めから牛が４万頭もいたわけではないのです。

やっぱり産業振興で物があったから、今たくさん

牛がいて、経済規模も余市の倍とは言わないけれ

ども、150億円ぐらい財政規模あります。それには

空港とか特殊要因もあるから、全てはそうだとは

言いませんけれども。ここ商工業の売り上げだっ
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て1,000億円は超えているのかな、食品小売業とか

サービス業も含めて。人口が余市と変わらないの

に、確かに余市よりも面積は４倍も５倍も大きい

のだけれども。だから、私は前にも町長が苦渋の

選択したときの在来線のときもたしか言ったはず

です、その問題は。あそこは、標津線なんてとう

の昔に廃止になっている。中標津は衰退するだろ

うと。恐らく駅があればもうちょっとよくなった

かもしれません、反対に。でも、それにめげずに

あそこの町は発展しているのです。ただ、あそこ

は確かに同じ農業が基幹産業だといいながら、酪

農というまた余市町と違う農業の形態なのだけれ

ども、大いに参考にすべきと思うのです。なぜあ

そこに人が集まる。すぐ隣には標津町もあるし、

でもみんな中標津。というのは、１つは、大型の

商業施設があると。病気やその他のケアもできる

病院もあると。そして、東京に直行できる。これ

は余市にはないからしようがないのだけれども、

空港がある。そういうのを考えたときに、空港は

別に、余市には農道空港あるけれども、飛行機飛

んでいないから。私がここを見習ったらどうかと

言うのは、ここはベッドタウンでも何でもないの

です。強いて言えばさっきも言ったように増田寛

也さんが言っているように開発型、産業開発型と

いうのか、農業も含めた、そういうもので生きて

いる町です。だから、在来線のときに町長に職員

を派遣して１年ぐらいみっちり勉強してきたらど

うだという話を実は私はしたと思います。だって、

北海道にないのですもの、あと。東川だって人口

はふえているけれども、ベッドタウンです。音更

だってそうです。音更は全てとは言わないけれど

も、そうです。それから、ベッドタウンだってあ

れだって開発するまでに、余市はまほろばの郷が

あるからそういう意味では対応できるかもしれな

いけれども、小樽市がああですから。ああですか

らって大変失礼だけれども。余市よりも人口減少

率が激しい。そうなったときに小樽にだけ頼るわ

けにはいかないのです。やはり反対に人を引き込

むとなれば札幌が多いのです。住んでもらって通

ってもらう。そういうことも考えないとだめだと

思うのです。 

 これは、余市にも学校の先生を初め何人も中標

津から転勤者が来ているのです、私もたった４人

か５人知っている人の中で話を聞けば。中標津は

いい町だと言うのです。これ余市に来た人も余市

もいい町だと言うのです。ただ、同じいい町だけ

れども、どこが違うのだと、そういうことをぜひ、

私一人でここで頑張って汗かいてもの調べてもこ

のとおり能力の限界があるから、随時その辺も役

場職員の町長を補助執行する方々いっぱいいる、

優秀な方もいっぱいいる。ぜひそういうものもデ

ータをとって、調べてみる必要があるのかなと考

えるのです。その辺についても答弁を求めたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ４番、藤野議員の再度の

ご質問に答弁させていただきます。 

 増田前総務大臣ですか、「地方消滅」、私も読

ませていただきました。この中で、非常に厳しい

数字が羅列されて、それに対する反論本も出てき

ておりますが、おおむね方向性としては私どもも

ああいった本を読んだ中では今日本の置かれてい

る立場から含めて非常に大きな危機感を持ってい

るところでございます。 

 そういった中で、まずあの中にもございました

20歳から39歳までの若年女性をどうふやすかと、

流出させないかという部分、そしてまた出生率を

いかに向上させるかと、この２つが大きな課題に

なってきているところでございまして、議員おっ

しゃるとおり、これはどちらも対策をとったとし

てもすぐ出るものではございません。15年後、20年

後という中でのスパンの部分でございます。そう

いった中では、しかし基本的な部分としてはそこ

の部分の対策というのはやはり最優先でとらなけ

ればならない部分かなというふうに思ってござい
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ます。それとあと、自然減、自然増の部分と、も

う一つは社会増の部分をいかにふやしていくか

と。先ほども申し上げましたが、新規就農等の部

分もございます。そして、産業的には一番大きい

のは、やはり産業経済を元気にして、いかにそこ

で域内総生産を上げて人口流出を防いでいくかと

いう部分もあるというふうに思ってございます。 

 いろいろなご提言等もいただきました。１つは、

余市町単独だけではなくて、仁木、例えば古平と

の連携等もございました。これも「地方消滅」の

中でもございましたが、地域、単独自治体だけで

は無理だろうと。そしてまた、１つは、拠点都市

という中で例えば余市町であれば定住自立圏の小

樽を含めた中でのそういった雇用関係含めた中で

の対策が必要でないのかなという提言もあったや

に読んでおりました。そういった中で、今小樽も

農業分野、食の分野では後志のほうをきっちりと

向いていてくれておりますし、田中酒造のリキュ

ール、これは余市の梅やプルーンやそういった中

でのネーミングも入れながら、余市のそういった

フルーツ、果樹を使っていただいているという部

分もございますし、いろいろな中でそういった部

分の取り組みが行われております。そういった中

ではやはり単独町村だけではなくて、いかにこの

北後志という中で連携をとりながら、それぞれの

自治体の強みを生かしながら進めていかなければ

ならないという部分は大きな部分があるというふ

うに思ってございます。 

 それと、日本創成会議の地域振興の６分類、ど

ういう部分なのだと、ベッドタウン型なのか、企

業誘致型なのかという部分もございました。これ

は、やはり私は産業開発型という部分で地域の特

徴ある資源を生かした中で、これをもとに産業振

興を実施し、雇用の拡大や人口の定着を目指して

いかなければならないという部分を思っていると

ころでございます。 

 ご質問のそしたらそれをどうしていくのだと。

確かに今までも第１次産業、農業、漁業の町で、

町の成り立ちからいってもリンゴであり、ニシン

であり、そして付随すればウイスキーでありとい

う形の中での余市がきたところでございます。や

はりそれら歴史にしっかり学んで、第１次産業が

元気になれば域内の購買力等もどんどん、どんど

ん上がって、場外市場産業が元気になれば場内市

場産業も元気になっていくというのは議員ご指摘

のとおりだというふうに考えてございます。そう

いった中で、今まで農業、漁業の振興、これは担

当部署、それと関係機関という中でいろいろな協

議をしながら今までずっとそれぞれの施策を打っ

てきた。例えば漁業であれば浅海淡水増殖等、農

業であれば新品種の育成試験、選抜試験等やって

きました。しかし、その部分が長期的な展望に立

っていたのか、本当の10年後、15年度の産業振興

という部分であったのか。反省しながら言えば、

短期的、短期的という部分の中での取り組みであ

った、今までずっとそういう形でなかったのかな

と。それがですから長期的な10年、20年、30年の

中長期的な部分の取り組みが少なかったのかなと

いうふうに思っております。そういった中で、今

回農業振興協議会の質問されている方もいらっし

ゃいますが、やはりそういった中で長期的な部分、

これは農業だけではなくて漁業に対してもそうだ

と思うのですけれども、あすの漁業をどうするだ

とか、もちろんそれもあすをどうする、あしたの

漁業どうする、きょうの漁業どうする、あしたの

農業どうするというのは大切な部分でございます

が、それとあわせて長期的な今後余市町の農業は

どうしていくのだというその部分が欠けていた部

分、今までずっと経済分野に対する、これは私も

もちろんそういった農業分野にも携わっていた中

での反省の部分でございます。ただ過去の部分を

批判するだけではございません。そういった中で

は、やはりそういった部分をただ関係機関で短期

的な部分だけではなくて長期的にはどうなのだと
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いう部分をしっかり取り組んでいかなければなら

ないと。この部分が欠けていた部分があるのかな

というふうに思ってございます。そういった中で

は、やはりおっしゃるとおり所得を向上させて、

いかに域外市場を元気にして、そして域内市場に

回していくかという部分が最大限取り組んでいか

なければならない部分であるというふうに思って

おります。 

 それと、ご提言ございました総合母子健康セン

ター、これにつきましては私申しわけございませ

んが、勉強不足で今ここでこれをどうしますとい

う形はできませんが、これらも含めて、先ほど来

ずっと申し上げておりますが、この分野につきま

しては昨年11月、人口減少問題への対応という中

で余市町の人口減少対策検討会議という中で今協

議もいろいろしてございます。この中で地方版の

まち・ひと・しごと総合戦略もつくっていかなけ

ればならないというふうに今作業をしているとこ

ろでございます。今までこれにつきましてもそれ

ぞれの分野では人口減少対策なりという部分はや

っていたのですけれども、それを総合的に連携さ

せた部分という取り組みが少なかったのかなとい

う中で、今人口減少対策検討会議の中でそれらを

有機的に結びつけて、横の連携をしっかりしなが

ら、民生部門であり、教育部門であり、産業部門

でありという中で作業を進めているところでござ

います。 

 それと、中標津のお話もございました。あそこ

は購買力の流出等の地域的にもない部分もござい

まして、また空港等もあるという外的な要因もご

ざいます。しかし、その外的な要因だけではなく

て、町としての取り組み、経済界としての取り組

みがあり、私もデータ等をという形で、この一般

質問ありましてから担当課のほうでこの中標津の

データもホームページでとって見させていただき

ました。それぞれ空港があるからだとか、いろい

ろな中での地理的な要件だとか外的要件ではなく

て、町自体が本当に経済界と一緒になって努力し

ているという部分ございまして、こういった中で

もやはりしっかりと先進自治体、ここはニセコ地

域といういろいろな中で勉強になる部分もござい

ますので、そういった中ではしっかりと先進自治

体の取り組み等もそれらも含めながら検討、勉強

しながら、私どものこの地方版まち・ひと・しご

との総合戦略の中に生かしていきたいというふう

に思っております。 

〇４番（藤野博三君） 長くなりましたので、最

後は１問だけ質問させていただきます。 

 今町長からるる答弁あったのですけれども、１

つさっき言おうかなと思っていて忘れたのは、域

内の総生産と密接に関係しているのが町税なので

す。今余市の町税というのは域内総生産の約

2.7％、前後はあります。2.8だったり、2.6だった

りするのだけれども、約2.7％くらい、域内総生産

の600億円の2.7％ぐらいが町税なのです。これは

何年も前からそんなに変わっていないと思いま

す。ということは、町税を見ればある意味簡単に

余市町ってこれだけの粗利益が生まれているのだ

なと、付加価値生まれているのだなということが

わかると思うのです。ただ、どうしても人口減っ

て何減ってといったら、町税減らさないためには

総生産を上げていくという施策もある。町長が今

までいろいろ大きな枠の中でそうしたいという答

弁はあったのだけれども、これだけは町長絶対覚

えておいてください。これは何年もデータとった

中でほぼ2.7％ぐらいが町税ですから、固定資産税

も含めた。だから、これを何とか減らさないよう

な方策をぜひとっていただきたいと思うのです。

もし答弁があったら、それ１点だけお願いいたし

ます。 

〇町長（嶋  保君） ４番、藤野議員よりの再

度のご質問でございます。 

 域内総生産と2.7％のこれの町税という部分の

ご質問をいただきました。この部分のいろいろな
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中で今まで答弁してございますが、ここしばらく

は数年間上野町政のときからいろいろな中で財政

の当初予算も組めなかったという中で赤字決算等

もございまして、２年連続諸収入の雑入の架空で

そこを見たという苦しい予算編成、財政的に非常

に厳しい時代が続きました。これは、１つには大

きな部分としては小泉改革で地方交付税が激減し

たという部分がございますが、そういった中でな

かなか上野町政の時代もその経済対策の部分打ち

たくても打てなかったという時代が続いてきてお

りました。今まだまだ財政的には厳しい、裕福に

なったとは言えませんが、しかしおっしゃるとお

り税収をいかに上げていくかという、そういった

部分に目を向けながら、借金すべきときは借金し

てもそういった中での域内総生産を上げるために

という部分では考えていかなければならないとい

う部分と思っていますし、そういった中では先ほ

ども答弁申し上げましたが、短期的なあしたの農

業、あしたの漁業をどうするだけではなくて、関

係機関、もちろん議会、所管等の部分の意見を伺

いながら、しっかりとした実効性のある長期計画

つくっていかなければならないと改めて思ってい

るところでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 藤野議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５９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４番、議席番号14番、佐々木議員の発

言を許します。 

〇14番（佐々木正江君） 私は、本年の第１回定

例会に当たり、さきに通告している２件について

一般質問を行います。理事者におかれましては、

要を得たご答弁よろしくお願いいたします。 

 １件目、子供の医療費無料化年齢の拡大につい

てです。子供がけがをしたり、病気になったとき

にお金の心配なく医療が受けられる子供の医療費

助成制度が全国の自治体に広がっている。そして、

さらに窓口無料化や対象年齢の拡大など制度の拡

充を求める取り組みが進んでいる、こういった新

聞報道がありました。厚生労働省の調査、2013年

の４月１日時点ですが、では47都道府県と1,742あ

る市区町村の全てで何らかの外来、入院費用の助

成をしており、47都道府県のうち入院、通院とも

就学前まで助成しているところが39都道府県にま

で広がっています。 

 私は、昨年の第１回定例会においても子供の医

療費無料化年齢の拡大について小学校卒業まで所

得制限なしで全額助成を求めて一般質問をさせて

いただきました。町長は、子育て対策の一環とし

ても重要な施策であると認識しておりますが、医

療を受ける際には地域間格差のないよう実施され

るべきであり、命と健康を守る施策として国にお

いて統一的な制度化を図るべきとの考えを示され

ました。そして、お金の問題で病院にかかれない

乳幼児がいるということはあってはならないこと

と思っているので、何らかの部分でできないか、

他町村なども含めてどのような状況、どのような

ことをやっているのかという部分、背景も含めて

担当課で研究、検討させたいとの答弁をされまし

た。 

 後志では小学校６年生までは10カ町村、中学３

年生までが９カ町村で実施されており、倶知安町

では4,000万円の予算を計上し、ことし７月をめど

に入院時に限られていた小中学生への医療費の全

額補助を通院も含め拡充するとの報道もありまし

た。本町としてこの１年間どのような検討がなさ

れたのか、そして安心して子育てをする上でも無

料化年齢をせめて６年生まで拡大すべきと考えま

すが、見解をお伺いいたします。 
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 ２件目、就学援助制度についてです。就学援助

制度は、義務教育は無償とした憲法第26条など関

係法に基づいて小中学生が安心して勉学に励める

ように学用品や給食費、修学旅行費などを補助す

る制度です。この制度は、2004年度まで市区町村

が実施するときにその費用の半額を国が補助する

仕組みでしたが、2005年度から小泉内閣の三位一

体改革の強行で就学援助に対する国の補助金が大

幅に削減されました。削減の内容は、国の補助金

を要保護世帯に限定しました。それ以外の準要保

護世帯については、国庫負担金を廃止し、用途を

限定しない交付金として一般財源化したため、就

学援助の縮小が行われた自治体もあります。就学

援助制度は、小中学生がいる家庭は誰でも申請す

ることができますが、本町ではどのようになって

いるのか。また、通年で受け付けているのかにつ

いてもお伺いいたします。 

 適用基準は、各市町村によって違うとのことで

すが、本町の基準はどのようになっているのか。

現在小学校、中学校、それぞれ何人が受けており、

全体に占める割合はどれくらいになっているかに

ついてもお伺いいたします。 

 新入学児童生徒に対し、入学準備金が支給され

ていますが、いつ支給されているのかお伺いいた

します。 

 また、就学援助世帯は、結膜炎など６つの学校

病について治療費が無料になるとのことですが、

本町ではどのような方法で行われているのかにつ

いてもお伺いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の子供

の医療費無料化年齢の拡大について答弁申し上げ

ます。 

 なお、就学援助制度につきましては、教育長よ

り答弁を申し上げます。 

 本町の乳幼児等医療費の助成につきましては、

北海道医療給付事業補助金の交付をいただきなが

ら、所得制限を撤廃して実施しているところでご

ざいます。本制度においては、就学前乳幼児を対

象として、３歳未満及び町民税非課税世帯は初診

料を医科受診580円、歯科受診510円とし、３歳以

上で町民税課税世帯については１割負担とし、入

院については小学校６年生までを対象として実施

しております。助成対象年齢については、北海道

補助基準に基づき行っているところでございま

す。 

 本町といたしましては、乳幼児等医療費の無料

化拡大については、道内及び後志管内の動向を把

握するとともに、無料化等により新たに負担する

べき金額等を含め検討してきたところであります

が、実施に至っては多額の財源等の必要性や今後

における他町村の動き等も見きわめる必要性か

ら、引き続き検討が必要であると考える次第でご

ざいます。また、本制度の無料化等につきまして

は、子育て対策の一環としても重要な施策の一つ

であるという考えは変わらないところであり、医

療費助成制度の拡大の動きも含め、地域間におい

て格差が生じないよう実施され、国において統一

的な制度化を図るべきと考えておりますので、今

後においても各関係団体等を通じて国へ要望して

まいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。 

〇教育長（中村寿仁君） 14番、佐々木議員の就

学援助制度についてのご質問にご答弁申し上げま

す。 

 就学援助制度につきましては、生活保護費を受

給されております要保護世帯と生活が困窮してい

て生活保護世帯に準じた世帯であると教育委員会

が認定する準要保護世帯の保護者に対し、就学に

対する経済的な負担を軽減するため支援を行うも

のでございます。 

 １点目の就学援助の申請に関するご質問につき

ましては、就学援助費の申請は児童生徒の保護者

どなたでも申請することは可能であり、その受け

付けにつきましては随時行っているところでござ
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います。 

 ２点目の適用基準に関するご質問でございます

が、余市町要保護及び準要保護児童生徒就学援助

費支給要綱に基づき、要保護世帯と準要保護世帯

の認定を行っております。また、教育委員会では

平成25年８月に生活保護基準の見直しが行われま

したが、その見直しによる影響ができる限り児童

生徒の保護者に及ぶことがないよう基準につきま

しては見直し前の生活保護基準の1.1倍として、当

該世帯における経済状況や生活状況を勘案し、認

定を行っているところでございます。 

 ３点目の小中学校における認定状況と認定割合

に関するご質問につきましては、平成26年４月１

日現在における要保護、準要保護児童生徒認定数

は、小学校児童が253人、中学校生徒が135人の合

計388人で、町内全児童生徒に占める割合としては

29％程度となっております。 

 ４点目の新入学児童生徒に対する入学準備金の

支給時期に関するご質問につきましては、児童生

徒の保護者から指定のありました口座に支給して

いるところであり、平成26年度につきましては平

成26年６月27日に児童生徒の保護者に対し、その

支給を行っております。 

 ５点目の学校病に関するご質問についてでござ

いますが、本町では学校保健法施行令で定める６

つの学校病類のうち齲歯、虫歯の治療を希望する

保護者に対し、学校を通じ学校病被患者調書、医

療券交付申請書を提出いただいた後、医療券を交

付し、治療をしていただいているところでござい

ます。なお、その治療に要する経費につきまして

は、教育委員会において直接医療機関に対しお支

払いをしているところでありますので、ご理解を

賜りますようお願い申し上げます。 

〇14番（佐々木正江君） 子供の医療費のことな

のですけれども、今回は少しいい返事がいただけ

るかなというふうに思いましたけれども、引き続

き検討されるということでした。非常に残念なの

ですけれども、これだけいろいろな形で子育て支

援が言われているときにもうちょっと考えていた

だけなかったかなというふうに思います。 

 前にもちょっと言ったのですけれども、こうい

った見出しがあったのです、新聞に。子供たち心

配な口の中と、要受診でも歯科に行けずと、小学

生の半分、中学生の３分の２という見出しの新聞

がありました。学校歯科健診で歯医者さんに行き

なさいと診断された小学生の半分、中学生の３分

の２が受診をしていなかったということが大阪な

のですけれども、調査でわかったということでし

た。要受診とされた小学生の受診率、大阪が49％、

長野が57％、宮城が50％、中学生に至っては大阪

が26％、長野が38％、宮城は34％という、こうい

った低い数字になっているのです。この低さとい

うのですか、何か医療需要が抑制された数値を示

すのが長瀬指数という指数があるのですけれど

も、３割負担の場合医療需要量は６割を切るとい

う水準にまで下がると。２割負担でも７割程度ま

で引き下がるという、そういった数値が出ている

そうなのです。さらに、今雇用と賃金、社会保障

の切り捨ての中で受診抑制がふえているというこ

とで、永久歯が完成する中学校、これまでは口の

中の健康というのは非常に大事なのだということ

で、厚生労働省も提唱している8020、80歳で20本

の歯を持とうという、そういう運動があるのです

けれども、それにつなげても非常に大事なことな

のだということなので、こういった歯科の充実と

いうことを図る上でもやっぱり無料化というのは

非常に大事なのではないのかなというふうに思い

ます。 

 それと、私去年も質問したときにお尋ねしたお

母さんがいましたけれども、その方にことしもま

た聞きました。そして、１年間どうでしたかとい

うことを聞いたのですが、ことしインフルエンザ

がはやりました。それで、３人の子供さんが次か

ら次とかかって非常に大変だったと。小学生は３
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割負担なので、非常に大変だったのだよというこ

となのです。この方は自営業なものですから、毎

日の売り上げで生計を立てているわけです。消費

税が８％になってから本当に毎日きょうは売れる

のだろうかという、そういった心配をしながら商

売をしているのだということで、せめて子供が病

気になったときにすぐに病院に連れていくことが

できたらどんなに安心だろうかという、そういう

お話をされていました。私は、この話を聞いて、

本当に無料だったらすぐに病院に連れていけるの

になというふうに思いましたし、よく医療費を無

料にしたら無駄な病院通いするのではないかと言

う方もいらっしゃるそうなのですが、でも仕事を

休んで病院に連れていったり、交通費をかけて行

くと、そこまで皆さん考えていないということで、

必要のない受診なんかはあり得ないのではないか

というふうに思います。 

 それで、アレルギー外来のお子さんで無料にな

った、ほかのまちですけれども、無料化が進んだ

ときに最初はやっぱり医療費は自治体としてはふ

えるかもしれない。だけれども、そういった慢性

病というのは落ちついてきたら医療費はかからな

くなると。長い目で見れば、やはりそういった無

料化にするということの位置づけというのは大事

なのだなというふうに思いますので、そこら辺の

ところどのように考えておられるかお尋ねしたい

というふうに思います。 

 それからあと、就学援助のことなのですけれど

も、入学準備金の支給ということで、これは６月

27日に支給されるということで受けとめていいの

かな。ということなのですけれども、入学準備金

のことについては、もうちょっと早くできないの

かなという声がずっとあるのです。それで、この

間ある本を見ていましたら、栃木の日光市という

ところでは入学準備金貸付制度というのをことし

の１月から実施されているのだそうです。入学前

の申請、支給は制度上困難という考えから、市長

が考えられるのは就学援助貸付基金みたいな基金

の設置、これを設置しておけば一年中使えるとい

うことで、４月１日を待たないでもその支出がで

きるという議会での答弁をされたそうなのです。

だから、そういった何か工夫をすればもうちょっ

と早く間に合うのではないのかなというふうに思

うので、そこら辺のところのお考えを聞きたいと

いうふうに思います。 

 それから、就学援助の支給単価のことなのです

けれども、2014年度は４月から消費税が８％に増

税された分として支給単価が2.8％上乗せされて

いるのだといった報道があったのですけれども、

余市町でもこれは行われていることなのでしょう

か。そして、2015年度についてはどのようになっ

ているのか、そこのところをお尋ねしたいという

ふうに思います。 

 それから、生活保護の基準が引き下げられたけ

れども、余市町はそういうふうにはしていらっし

ゃらないということなので、これは誇っていいこ

とかなと。ほかのところでは随分この引き下げが

行われている自治体があるのです。ちょっと見た

だけでも14年度で71自治体がもうやっているそう

なのです。15年度になると、また３回目の生活保

護基準の引き下げが今始まりますから、そういっ

た意味でこの引き下げをするのかどうなのか、そ

こら辺のところもどのような対応をされるのか、

そこのところをお尋ねしたいというふうに思いま

す。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の再度

のご質問に答弁をいたします。 

 再質問でもおっしゃいました。私も生存権、基

本的な部分、生きていくという部分、さらには子

育て対策の一環、どうしてもこの医療費の無料化

という部分も非常に重要な施策であるというふう

には思ってございます。試算もさせていただきま

した。25年度、26年度の数値を使いまして、25年

度の乳幼児等の医療費、これは約1,799万5,000円
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程度今実施しているところでございます。これが

小学生未満全てを完全無料化した場合、新たに

5,398万7,000円ほどが負担になると。そして、総

体では7,198万1,000円、この額が毎年毎年、人数

によってはあれなのですけれども、7,200万円ほど

これをずっとという形になれば、今の財政的な部

分含めてなかなか厳しいものがあるなというふう

に思っております。それと、これだけではなくて、

ご承知だというふうに思っておりますが、北海道

の基準、私ども所得制限の部分で若干違いもあり

ますが、それに基づいてやっていると。北海道の

基準自体が国の基準よりも上回っているという中

で、このペナルティーも今現在私どもも1,000万円

ほど、合算では1,000万円ほどのペナルティーを受

けているところでございます。ですから、この完

全無料化、例えば7,200万円で完全無料化したと。

その負担だけではなくて、このペナルティー試算

はしておりませんけれども、ペナルティーもまた

来るという部分もございます。そういった中で、

非常に厳しい部分もございます。そういった中で、

町村会としても乳幼児、重度障害者等の医療助成、

地方単独助成を行うことに対する国庫負担及び普

通調整交付金の減額算定を廃止してくださいとい

う部分と、それともう一つ、全国統一的な制度化

をしっかりとつくってくださいという部分を今申

し入れているところでございますので、この部分

につきましては、繰り返しになりますが、地域間

において格差が生じないよう国において統一的な

制度化を図っていただきたいという部分の活動は

していきたいというふうに思っております。 

〇教育長（中村寿仁君） 14番、佐々木議員のご

質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目の入学準備金の関係でございます

が、この要保護、準要保護の認定作業につきまし

ては、１月下旬ころに保護者への周知を図りまし

て、２月20日までに学校に提出していただき、３

月中に学校から教育委員会に提出されます。ただ、

申請手続の日付につきましては柔軟な対応をして

おりまして、保護者からの提出がおくれた場合に

も受け付けはしてございます。さらに、認定作業

として税情報を含めた収入の確認などを４月中に

行いまして、その後に時期によっては４月下旬に

臨時の教育委員会を開催して認定、非認定の決定

をしてございます。５月上旬には認定通知書の送

付を行いまして支給事務となりますが、中学校、

小学校では修学旅行の時期となりまして、修学旅

行に係る援助費の支給事務と重なることから、事

務的なおくれで６月になっているということでご

ざいます。 

 その対応として貸付金ということでございます

が、貸付対象者がどうなるのかということになり

ますと、これが認定後に貸し付けた方が非認定に

なった場合の部分だとか考えますと、どのような

方法でやっているのかも含めまして調査してみた

いと思いますけれども、貸し付けという部分につ

いてはちょっと難しいのかなというふうには考え

てございます。 

 それと、２点目の援助費の部分でございます。

上がった部分でございますけれども、国の基準が

2.8％なり、９％上がっているということで、その

基準に基づいて本町も支給をしているということ

でございます。 

 ３点目の関係でございます。平成25年度と26年

度に生活保護基準の改正がなされた中で基準の引

き下げを他の制度に連動させないこととの国の考

え方によりまして、教育委員会としても町部局と

の協議によりまして、国の財源措置がない中で一

般財源で対応することとして認定要綱を改正して

ございます。本年４月にも生活保護基準が改正さ

れるということで、またこの要綱に基づいて実施

するということで、一般財源のさらなる増加も余

儀なくされるところでございますが、従来どおり

実施するということでございますが、議員もご指

摘のように平成16年度、三位一体の改革によりま
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して準要保護に係る補助金が一般財源化され、交

付税措置となりましたが、援助費の増加に伴いま

して一般財源の持ち出しもかなり急増していると

いうことで、これがこのままずっと継続できるか

どうかはこれはまた明言できない部分でございま

すが、財政当局と協議しながら何とかしていきた

いという部分ではございますけれども、今の考え

方としては27年４月の部分については影響を及ぼ

さないようにしていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

〇14番（佐々木正江君） 就学援助制度なのです

けれども、これは本当に今教育長のご答弁を聞い

ても努力なさっているなということはわかりまし

たので、ただ本当に教育の部分で就学援助制度と

いうものが成り立ってきた中で、憲法の26条、そ

れから学校教育法、これに照らしても充実するこ

とはあっても下げてはならないということは強く

求めていきたいなというふうに思います。一般財

源からの持ち出しが非常に多くなるのだというこ

ともわかりますけれども、実際に今子供の貧困化

という言葉が出るくらい皆さん大変な中で子育て

をしていらっしゃいますので、そういった方に行

政としてきちんと手を差し伸べるということは非

常に重要だと思いますけれども、そこら辺のとこ

ろの見解を再度伺いたいと思います。 

 それから、子供の医療費のことなのですけれど

も、１年前と比べるとすごくふえたなと。去年は

五千何百万円だったかなというふうに思うのです

けれども、予想外に私は多くなったのかなという

ふうに感じています。町長がおっしゃるとおり、

国の責任でこういった基準をきちんと決めて無料

にするというのが一番望ましいのですけれども、

なぜそうであれば国がやっていないのに自治体独

自でここまでやっているのかということをもうち

ょっと考えていただきたいなというふうに思うの

です。余市町としては財源厳しいのわかりますけ

れども、実際に子供が熱を出しても１日様子見る

とか、何日もたってから病院に連れていくとかと

いうお母さんがいるというのはあってはならない

というふうに去年町長は答弁なさっていましたけ

れども、そういった現実があるということを踏ま

えて、やはり自治体として国の悪政の防波堤とな

って頑張っていただかなければ困るなというふう

に思うのです。 

 それで、財源のことを先ほど言われていたので

すけれども、過疎債を使っている自治体があると

いうふうに聞いたのですけれども、実際にそうい

った自治体があるのかどうなのかそこのところを

お尋ねしたいのと、それから国に対してはペナル

ティーをかけるなんていうことは、子供たちのた

めにやっていることなのに本当にどうなのかなと

いうふうに思いますので、そういったことも含め

て国に対して言っていきたいというふうに思いま

す。 

 最後になりますけれども、日本医師会もこの子

供の医療費無料化については2006年に子ども支援

日本医師会宣言を出しています。宣言では、子供

が健康に育ちやすい医療環境を充実させたいと乳

幼児医療費助成制度の拡充を打ち出して、その後

も一貫して求めているというコメントが載せられ

ていたのです。このことをおっしゃったのは、日

本医師会の常任理事の釜萢さんとおっしゃる方な

のですが、これはある新聞に載っておりました。

私は小児科医ですと。子供を診察した際、費用を

気にした親御さんからインフルエンザ検査をやめ

ておきますと言われたことがあります。窓口での

負担金が気になり、病気の子供が受診できないと

いう事態は何としても避けなければなりません。

子供の貧困も大きな社会問題となっています。そ

の中でも国民全体で子供を守り育てる環境づくり

として、子供の医療費助成制度の拡充は非常に重

要だというふうにこの常任理事の釜萢さんという

方はおっしゃっています。この医師会なんかとも

協力しながら国に対して物を言っていくというの
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は、私たちも頑張りますけれども、行政としても

そういったところにも目を向けてやっていただか

なければならないなというふうに思います。本当

に先ほどの藤野さんの質問ではないですけれど

も、若い世代が安心して子育てできるそういった

余市町にするために、税収は藤野さんのアイデア

に任せて、そして医師会のほうの子供の医療費無

料化についてはもっともっと真剣に考えていかな

ければいけないのではないかというふうに思いま

す。 

 なぜここまでしつこく言うかというと、まほろ

ばの郷のことが私は非常に気になっております。

まほろばの郷をどういったまちづくりとしてやっ

ていくのかという点で、やはり若い世代に入って

きてほしい。そのためには子育て支援が非常に大

きな政策でないのかなというふうなことも考える

ものですから、ぜひそこら辺のところ再度見解を

伺いたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 14番、佐々木議員の再度

のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、額の問題、これは前回第１回定例会のと

き5,200万円、今回7,200万円と。これは、ちょっ

と私の答弁の仕方がまずかったです。追加分とし

ては前回は5,200万円、今回も追加分として、新た

な追加として5,400万円程度と。そして、総体、そ

の足した分、今現行で1,799万4,000円を25年度や

っていますので、足して総体では7,198万何がしに

なるという答弁でございます。申しわけございま

せんでした。 

 それと、おっしゃるとおり子供の健康、さらに

は子育て、そして人口の減少対策という中ではこ

の無料化という制度についても一つの大きな重要

な施策であるというふうには認識はしておりま

す。先ほど来財源的な部分を申し上げさせていた

だきました。負担があって、なおかつペナルティ

ーがあるという部分もございます。しかし、倶知

安町のように確かにそれを実施しているという報

道もされているところでございますので、これら

につきましてはおっしゃるとおりしっかりと国に

画一的な制度をしっかりとつくっていただきたい

という部分は機会あるごとに申し上げていきたい

というふうに思ってございます。 

 それとまた、申しわけございませんが、過疎債

の部分につきましては、現在把握をしてございま

せんので、後ほど調査して議員にお知らせしたい

というふうに思ってございますので、ご理解のほ

どをお願い申し上げます。 

〇教育長（中村寿仁君） 14番、佐々木議員の再

度のご質問にご答弁申し上げます。 

 教育の機会均等という意味では、この援助費の

継続をすることは重要なことだというふうには考

えてございます。ただ、国が制度改正に伴って財

源措置もないままに町なり、自治体に対して影響

ないようにという部分は、これにつきましては厳

しい財政状況の中でどこまで継続していけるのか

という部分は今の段階では言えませんが、できる

限り国にも要望してまいりたいと思いますし、継

続は町部局ともできる限りの部分で協議してまい

りたいというふうに考えてございます。 

〇議長（中井寿夫君） 佐々木議員の発言が終わ

りました。 

 昼食のため午後１時まで休憩します。 

休憩 午前１１時４５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５番、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27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件につきまして質問いたします。答

弁のほどよろしくお願いいたします。 
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 国のエネルギー政策と泊原発の再稼働につい

て。2014年４月、安倍政権は新たなエネルギー政

策を閣議決定いたしました。その中で、原発を重

要なベースロード電源と位置づけ、今後も活用す

る方針を示し、これまでの原発ゼロ目標は取り下

げられ、原発の増設、新設を否定しませんでした。

その一方、原発依存度は可能な限り低減させると

し、ただし確保していく規模を見きわめるとも記

述しています。そうした中、経産省では電源３法

交付金について再稼働容認自治体には重点的に配

分をし、停止をしたままでは削減をする方向を示

しました。また、国の新年度予算案では、14年度

から続く原発施設立地地域基盤整備支援事業の予

算が前年の８億円から23億円にまで増額されてお

り、この意図はどこにあるのか、原発への依存度

をどう低減させていくつもりなのかが疑念が残り

ます。 

 また、原発から30キロ圏内の自治体には原子力

災害に対する地域防災計画策定が義務づけられ、

過酷事故に対しての具体的な避難計画をつくるこ

とが求められ、本町でも策定をいたしました。地

域防災計画に関しては、もともと地方自治体が主

導的につくるということが基本となっており、こ

の責任者は首長であります。国のエネルギー政策、

いわば国策により進められてきた原子力発電に対

し責任が発生するとなれば、どこまで物を言える

のか。30キロ圏内の自治体の立場はどう位置づけ

られるのか疑問であります。 

 このような状況下で、北電はことし11月から翌

年３月までをめどに泊原発の再稼働を想定してい

ると伝えられております。原子力発電から再生可

能エネルギーへの転換へ向かう機運は感じられ

ず、再稼働を急ぐ姿勢が見えますが、各方面の調

査ではいまだ世論の半数以上は再稼働に対し反対

であるという結果を伝えております。こういった

情勢を踏まえ、質問いたします。 

 国の15年度原発関連予算案に対し、どういった

見解をお持ちか。今後のエネルギー政策の見通し

についてお聞きいたします。 

 原子力防災を含む地域防災計画の責任者は、町

長であるという認識でよろしいのか。その場合本

町の立場、位置づけとしてはどう受けとめている

のかお伺いいたします。 

 30キロ圏内周辺自治体の考えには温度差もある

と思いますが、どのような状況と捉えているのか。

重点配分の影響はどのように考えるか見解をお伺

いいたします。 

 泊原発の再稼働に対して町長の見解をお伺いい

たします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 国の今後のエネルギー政策についてのご質問で

すが、国は平成26年４月に第４次エネルギー基本

計画を閣議決定し、発電コストが低廉で安定的に

発電することができ、昼夜を問わず継続的に稼働

できる電源として、地熱、一般水力、石炭ととも

に原発を重要なベースロード電源と位置づけて、

今後においても既存の原子力発電所を活用してい

くものと捉えております。また、平成27年度の原

子力発電関連予算は、こうした方針に基づき編成

されたものと考えております。 

 次に、地域防災計画についてでございますが、

ご案内のとおり、地域防災計画は災害対策基本法

により市町村に策定が義務づけられているもの

で、風水害、地震、津波等の自然災害のほか放射

性物質の大量放出、大規模火災、船舶の遭難など

の大規模な事故もその対象となっております。さ

らに、原子力災害に関する防災計画の策定につき

ましては、原子力災害対策指針等を定めた原子力

災害特別措置法も根拠となっているところでござ

います。原子力災害は特殊な災害であることから、

町村の対応だけでなく国や北海道の対応も重要で

あり、防災対策の実施に当たっては国、北海道、
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町村が一体となって行うことが求められているも

のと考えております。 

 次に、30キロ圏内周辺自治体の考え方について

でございますが、新聞報道など全国的に見ますと

再稼働を容認する自治体もあれば、防災計画策定

が義務づけられているにもかかわらず、再稼働に

当たっての地元同意のルールが示されていないま

まその手続が進むことへの危惧を持っているとこ

ろもあり、周辺自治体でも温度差があるものと考

えております。 

 なお、原子力発電施設立地地域基盤整備支援事

業予算の重点配分については、詳細が示されてい

ないことなどから影響がどうなのか現段階では不

明でありますので、ご理解をいただきたいと存じ

ます。 

 最後に、泊原発の再稼働についてでございます

が、これまでも申し上げておりますように私は福

島の事故原因の究明や事故後の対応が進んでいな

い状況において再稼働については慎重であるべき

と考えてございますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

〇12番（土屋美奈子君） 答弁をいただきました。

再質問をさせていただきます。 

 15年度の新年度の国の予算、これが原発施設立

地地域基盤整備支援事業という電源３法交付金の

中のあれです、それが前年の８億円から23億円に

膨らんでいるのです。今日本全国で原発はとまっ

ているのですけれども、稼働しているというふう

に考えられて、これまでと同様に交付金は配分さ

れてきたわけですけれども、それにも増してとて

も大きく膨らんだ。このことについて東京新聞の

記者が経産省に尋ねた。これはどうしてなのだろ

うかということを聞いたそうです。そしたら、な

ぜ３倍近くも膨らんだのかと質問したところ、新

型の交付金制度を創設したという答えだったそう

です。そして、この新予算、新交付金制度、これ

についての新年度予算についての資料はなくて、

表向きに新設したことがわからなくなっていると

いうことで記事に載っておりました。経産省の担

当課では、この交付金について放射線モニタリン

グ事業の民間委託など経済の活性化に使ってもら

う想定で、同事業の一環に位置づけた、しかし厳

密に使途を限定しているわけではないとも述べた

そうです。だから、結局何に使ってもいい交付金

ということになります。限定されていないという

ことです。同新聞にはその後にこう記事が載って

おりました。この新交付金制度は、実態は原発の

再稼働を認めた自治体へ配る新しい原発マネーで

ある。そして、新しい原発マネーを忍ばせた15年

度の原発関連予算案には原発への依存度を下げる

ための本気度は感じられず、原発を抱える自治体

の自立も阻むおそれがある、こういうふうに記事

が出ていたのです。 

 この料金の原資となるものは電気料金に上乗せ

されていて、そして私たちが払う電源開発促進税、

電気料金と一緒に払っているのですけれども、こ

れでこの原資に充てるということなのです。国の

新年度予算でこれだけ大きなことが表向きにわか

らなくなって出てくるということが私はどうなの

かなというふうに思うのです。そして、これは福

井県のホームページですけれども、このことを多

分事前に知っていたのだろう、情報を察知してい

たのだろうと思うのです。そのホームページには

電源３法交付金についてこれまで社会基盤の整備

や産業の振興が図られてきた。15年度の制度改正

によりソフト事業も対象となるなど大幅な使途の

拡充が図られた。これにより今後とも恒久的、広

域的な振興を図るとあったのです。 

 私たちは今あの福島の事故を目にして、そして

きっと過酷事故、あの規模の災害が起きたら余市

町ももちろん被害が及ぶであろう、そういう地域

にあって、そして原子力防災計画立てましたけれ

ども、これは福島と同規模の災害が起きた場合、

それを想定してこの計画を立てなさいよというふ
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うになっている。しかし、一方でいろいろな情報

が知らされないままに国策としてエネルギー政策

が進められていくということがこれでいいのかな

と思うのです。私たちの町の町民の命にかかわる

そういったことを蚊帳の外に置かれて発言ができ

ないで、そして事故が起きたときの責任だけを負

わされるということがどうなのかなというふうに

考えるのです。 

 それで、町長は先ほどご答弁で国の新しいエネ

ルギー基本計画、それについていろいろな位置づ

けがされた、そして原発も活用する方針である、

それに基づいて予算がつけられたという答弁だっ

たけれども、もう少し深く読んで、私たちはアン

テナを張って、国がどっちへ向いているのかとい

うことはチェックしていかなければいけないので

はないのかなというふうに思うのです。それにつ

いて再度ご見解をお願いしたいと思います。 

 原子力防災計画、これも前段の話とつながるの

ですけれども、国、道、そういったものが連携を

しながらやっていかなければいけないというご答

弁でした。ただ、地域防災計画ですから、基本的

にはその町に合った防災計画、その町の事情を考

慮しながら、私たちの町がこの地域防災計画をつ

くるのです。だから、やっぱり国策として進めら

れてきた原子力に対しての防災計画、これを丸投

げされても私は困ると思っているのです。結局福

島のときを見たって、防災計画はあったけれども、

全然役に立たなかった。そして、国の機械という

か、いろいろな機関の中にはいろいろな計算をす

る機械があって、ＳＰＥＥＤＩとか例えば過酷事

故が起きた際にどういうふうな風の向きで、そし

てどういった被害が及ぶかということを即座に判

断できる機械があります、ＳＰＥＥＤＩというや

つ。あれ15分で出るのです、どっちに向かって放

射線がどういう影響が出るかというのが。ただ、

この情報は全く地域には出ませんでした。そして、

放射線の高い地域へみんなで向かって逃げてしま

って、そしてしなくてもいい被曝をしてしまった

という結果もあります。こういったことだってこ

れの反省がどうなったのかだとか、改善がどうな

ったのかだとか、原子力防災に対しての問題点は

たくさんあって、安定ヨウ素剤だって全然配られ

なかったということがあって、今福島では子供た

ちの安定ヨウ素剤の部分も、甲状腺がんと確認さ

れた子供たち今現在12月で84人出ているそうで

す。そして、甲状腺がんの疑いがあるとされる子

供たちが24人今現在いるそうです。そしたら、

100人を超えてきます。甲状腺がんというのは、

100万人に１人しか出ない確率だから、福島でいえ

ば１人もしくはゼロ、その確率の甲状腺がんが既

に100人超え出ている、この事故から４年の間に。

そして、この検査というのは、福島の子供たちし

か対象にして検査をしていないから、当時被曝を

して地方に逃げている子供たちはこの甲状腺がん

の検査をしていないのです。だから、まだまだ出

る可能性だってある。大人の事情で、そしてそこ

に住んでいた子供たち、一番被害を出してはいけ

ない子供たちに大きな被害が出ているという現状

があります。だから、原子力防災、これを防災計

画を立てなさいといっても、どだいこんなもの大

丈夫なのかなとやっぱりみんな不安に思います。

これについて例えば国から改善点が示されたの

か、当時の福島のときの何か話があったのか、そ

こら辺もお聞きをしておきたいなというふうに思

います。 

 今現在函館市が事業者と国を相手取って裁判を

しております。函館市長の裁判、これに至った経

緯ですけれども、市長は危険だけを押しつけられ

て、建設同意の手続対象外のために発言権がない

理不尽さを訴えたいと語っております。そして、

大間原発で過酷事故が起きれば、27万人超えの市

民を迅速に避難させることは不可能であると。市

民の生活を守り、生活の支援、この役割を担う自

治体を維持する権利があるというふうに言ってお
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ります。そして、昨年の12月ですか、この函館市

に寄附された、この訴訟というのは全部寄附金で

やっているのですけれども、寄附を送ってくれた

件数が857件、それで4,000万円を超えております。

全国から函館市の市長よくやった、頑張れ、応援

メッセージが寄せられております。立場はちょっ

と違うかもしれない。海を隔てての30キロ圏内だ

からちょっと違うかもしれない。だけれども、気

持ちは一緒なのです。30キロ圏内の自治体に発言

権がないという理不尽さをきっと訴えたこの裁判

は勝っても負けても私はいいのかな、大きな問題

提起をしたと思うのです。みんなが注目をした、

ここに問題があるのだと認識をした、それでいい

のだろうと思っている。市に寄せられたメッセー

ジ、応援のメッセージだけで1,000件を超えており

ます。批判のメッセージは23件。中を多少読みま

したけれども、本当に全国から、そして海外から

市長頑張れというメッセージが寄せられておりま

した。だから、時と場合によっては、うちの町長

は慎重の姿勢をずっと貫いているけれども、もう

少し強く大きな声で声を上げなければいけないと

きもあるのかな、そういうふうに思います。 

 周辺自治体の温度差について聞きました。昨年

の５月に毎日新聞がアンケートを行っておりま

す。対象は泊の周辺自治体20市町村、小樽を含め

た20市町村です。泊原発の再稼働賛成、もしくは

容認とした首長はこの管内で８人、反対は６人だ

そうです。そして、福島第一原発事故の原因が解

明されておらず、安全対策が確立していないとし

て明確に反対の意思を出したのは、余市町、仁木

町と出ておりました。あとは反対をした首長も意

見は避けたのだと思いますけれども、はっきりと

した反対の意思を出したのは２町と出ておりまし

た。ただ、６人が反対をしている。しかし、その

中で将来的に、今現在再稼働だめだ、よしという

のではなくて、将来的には原発を全廃すべきだと

答えた自治体の首長は６割の12町村だそうです。

やっぱり民意はいまだ半分以上は原子力再稼働に

対しても、このエネルギーに依存することに対し

ても反対なのではないのかなというふうに私は思

っております。そこら辺を町長は全体的な捉えと

してどう捉えておられるのかなと、これもお聞き

したいなと思います。 

 まず、お願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁を申し上げます。 

 まず、新交付金制度の部分です。これは、私も

新聞報道で拝見をいたしました。８億円から23億

円という部分で、これは正式な経産省の見解とい

うものではございません。新聞の記事の内容でご

ざいますが、再稼働を認めた自治体の財政を優遇

しなければ交付金制度の趣旨に照らして公平でな

いというような新交付金制度の背景を説明された

という報道は新聞報道で伺っております。いろい

ろなマスコミ等の報道を見ましても、ここはやは

りそういったものかなと。この８億円から23億円

になったというのは、やはりそういった意味合い

もある、国のエネルギー政策の中での部分である

のかなというふうに思ってございます。 

 それと、国のエネルギー政策全般の部分でござ

います。そういった中で、原発は昨年の衆議院選

挙で争点となって戦われたかどうかというのは別

にいたしまして、結局自民党政権という形が今数

がああいう形になったというのもまた一つの民意

だというふうに思ってございます。そういった中

で、私は従前からこの原発に対しては福島の事故

の究明、さらにはいまだああいう状態になってい

るという中では再稼働には慎重であるべきだとい

うふうに思ってございますし、さらにまた昨今汚

染水の問題、非常に漁業関係者も怒り心頭という

部分で、あったものを隠しているというような状

態、ああいった中ではやはり東京電力に対しても

いろいろな中で電力会社にも不信感を覚えずには

いられないというふうに考えているところでござ
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います。 

 しかし、１つとしては、事実は事実としてある

し、現に稼働していないとはいえ同じような危険

度の中で今泊原発もあるというのも事実でござい

ます。これは、稼働しているから、稼働していな

いからという中で、稼働していないから安全だと

いう部分ではもちろんございません。そういった

中で、やはり地域住民の生命、財産を守るという

中では、いろいろな思いはございますが、地域防

災計画、議員は丸投げされてもというような例え

をされましたが、しかし私どもとしては何として

もある限りはこういった中で地域住民の安全、安

心という部分を考えて策定しなければならないと

いう部分もこれはまた当然私どもの責任としてあ

るというふうに思ってございます。 

 それと、函館市の対応、確かにああいった中で

函館市長裁判という形の中で、いろいろな中で寄

附等も集まっているというふうに考えてございま

す。１つとしては、違う県だからという部分も、

争いやすいと言ったらおかしいですけれども、そ

れは本人から話を聞いたわけではないですけれど

も、そういった部分はあります。それと、逆に我

々後志の中で、町村会、いろいろな中でも13町村

の中でも30キロ圏内の中でも話したりしますけれ

ども、余り活発な意見が出てこない部分というの

は、やはり地元４町村等の部分もあります。そう

いった中での地域振興等の部分もありますから、

その中でも私はやっと２期目になって、新人の１

期目のときからですけれども、これはどういって

も私は余市の町長でございますし、町村に別に気

兼ねすることもなく、余市町民のためにどうだと

いう中で大いに発言はさせていただいているとい

うふうに思ってございます。 

 蛇足ではございますが、さきの定例会、平成26年

12月の定例会におきましても議会といたしまして

も意見案等の部分もございます。そういった中で、

これはやはりまた私どもの余市町の町民の民意で

あるというふうにも思ってもございますので、そ

ういった中で私自身、繰り返しになりますが、福

島の事故のまだ原因究明、収束をしていないとい

う中では、再稼働については慎重であるべきだと

いう思いで今後とも行動していきたいと思ってい

ます。 

 また、アンケート等の部分、これもいろいろな

出方、新聞の中で賛成等、再稼働容認、反対とい

うようなの出ますけれども、設問も各紙によって

複雑で、その他があったりだとかいろいろな部分

ございますので、ただ単に何々新聞で何対何とい

うような部分ではないというふうにも思ってござ

いますが、後志管内全体19カ町村の中でも、そし

てまた30キロ圏内の町村の中でも温度差があると

いうのは確かでございます。 

〇12番（土屋美奈子君） 函館市の裁判、確かに

やりやすいのです。隣接していないということが

あって、違う県であって、海を挟んで向こうだか

らとてもやりやすい。そういった面では、この後

志管内は声を上げていくのはやはり非常に難しい

のかなというふうには思っております。 

 しかし、今交付金の重点配分の部分、これが本

当は昨年の秋くらいの情報では16年をめどに、ま

だ１年の余裕があると私は思っていたのです。１

年間これをもんで、そして１年後から経産省が出

すと言ったので、そうなのかなと思ったら、本年

の予算に、この４月からの予算にもう既に目に見

えない形で入っているというから、そういうやり

方はどうなのかなというふうに私は思ったので

す。そして、こういう重点配分をされたときにそ

の周辺４町村とけんかするということではなく

て、国の政策がそっちへ向かうようにとどんどん、

どんどん進めてくるわけでしょう。そしたら、例

えば泊なんかでいったら一般会計の２割が交付税

に頼っている。そして、固定資産税含めたり、住

んでいる住民だって原発関連の仕事をしている人

たちがたくさんいるのだから、その原発関連の税
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とかいろいろなものを合わせたら村の一般会計

の、これは１個の報道からとった情報だけれども、

一般会計の57％が原発関連で収入が賄われてい

る。そうしたら、国が進める政策に反対なんてで

きないのです。こういう再稼働をした自治体に多

くお金を上げて、そしてとめたままでは削減しま

すよ、削りますよと言われたら再稼働するしかな

いのです、立地自治体としては。それが村を守る

ことであって、町を守ることで、そこの首長とし

てはそうなのだろうと思う。そことぶつかれとい

うことではなくて、こういうやり方が今までも推

し進められてきたけれども、問題があるだろうと

私は思うのです。だから、それに対して、こうい

った国のやり方に対して、そして十分な議論もし

ないで表に出さないでやってしまうということが

とても非常に何か憤りを感じるというか、よくな

いと私は思うのです。原発に関しては、あれだけ

の事故があったのだから、やっぱり国の世論を２

分するだけの大きなテーマ、これをちゃんと表に

出して議論をして、そしてみんなが納得して進め

ていくのだったらいいけれども、どんとことしの

予算から入ってくるということ自体がどうなのか

なというふうに思うのです。 

 他人事ではないから、知らない間にどんどん、

どんどん思惑が進められてきて、そして去年の

12月に選挙もあったけれども、その前の政権交代

前は30年までにゼロにすると言ったのに、どんと

変わってしまうわけでしょう。選挙あるたびに国

の方向がころころ変わって、私たちみたいな身近

な町村としてはその方向が変わるたび右往左往し

なければいけない。どっちに向かうのだろうとい

うふうに思うのです。来月には知事選もあるけれ

ども、そしたら選挙のたびにこれを信を問うて選

挙をしたのかといったら全然舞台に上げないで選

挙をしておいて、国民から支持を得られました的

なやり方をして進められてきたら私たちには打つ

手がないのかというふうに思うのです。だから、

周辺町村と大きく声を上げてぶつかるのではなく

て、こういうやり方はどうだろうねということは

事あるごとにうちの町の自治体の町民の命を守る

ということで言っていかなければいけない、国に

対して申さなければいけない、そういうふうに思

うのです。 

 先週「朝まで生テレビ！」見ました、私。朝ま

で見ておりました。そしたら、パーセンテージ、

これも意見募集をしたのですけれども、はっきり

と争点というか、質問は再稼働を容認するか、し

ないかについて意見を募集しました。そしたら、

再稼働容認、これは全国的な調査ですけれども、

夜中だから見ていない人もいるけれども、賛成は

20％、反対は77％です。今まだ圧倒的に再稼働に

対しては国民は反対なのだろうというふうに私は

思っているのです。だから、やっぱりこれについ

ては声を上げていただきたいし、そして「朝まで

生テレビ！」の最後に福島の住民を代表して話を

した女性の方が一番最後にここでの話は、このテ

ーブルでの話は東京の話であると。地元の私たち

の福島はこのテーブルにはいないと言ったので

す。本当にエネルギー政策が国民不在で進められ

ていくとしたら、それはやっぱりよろしくないし、

私たちは地元として周辺30キロ圏内、何かあった

ら被害が及ぶのだということを頭に入れて物は言

っていかなければいけない、そういうふうに思う

のです。それについて町長の見解を再度お願いい

たします。 

〇町長（嶋  保君） 12番、土屋議員の再度の

ご質問に答弁いたします。 

 国の政策、政府の今の手法等のこういうやり方

に対して声をという部分でございます。私どもも

いろいろな思いはあっても、選挙で民意の反映を

くぐってきて、そしてその中での自民党与党の現

政権の政策という部分でございます。いろいろな

思いはあっても、合法的にもちろんやられている

限りそこに対して私ども町村がそこのやり方がど
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うだとか、こういうやり方がという部分、思いは

あってもそのあたりについては言えない部分とい

うのはあろうと思っております。ですけれども、

安全対策をしっかりやっていただきたいとか、そ

して今後のエネルギー政策に対する要望等、それ

は声を大にして上げていかなければならないと、

それは思っています。ですから、交付金の増額等

の部分は思いはありますが、それは所定の手続を

踏まれてきている部分でございまして、その部分

につきましては私どもは今後の安全対策、そして

今後のエネルギー対策、エネルギーの将来、これ

をしっかり示していただきたいと。そしてまた、

この安全対策等を含めて30キロ圏内、地元という

のはどこなのだと。確かに今までは地元というの

はここの後志では４町村だけでしたが、福島の例

を見ているとおり30キロでも足りないぐらい、

30キロ以上の飯舘村までも被害が出ているという

中ではしっかりと我々の30キロ、50キロ、私ども

は後志全体で動いていましたので、後志全体の意

見を聞いていただきたいという思いで発言はさせ

ていただいております。 

 それと、交付金の問題でございます。これも町

村会等でもいろいろ議論にもなりましたが、お金

というものは、交付金というのはないより来たほ

うがいいのですけれども、私どもはここの30キロ

圏内の同意どうの含めて地元に含めていただきた

いというのは、お金を、交付金を欲しいというの

ではなくて、それは安全面のため、余市町民を守

るためにきちんと同じような被害が出るところで

は同じような発言権をいただきたいと。お金を下

さいという意味ではなくて、これはお金というの

はもちろん防災計画だとかいろいろな中でかかっ

た分はそれは要求はしますけれども、この電源立

地法の中ではいろいろな部分で使えるお金を下さ

いという中で地元の自治体に加えていただきたい

というふうには言っていないというつもりでやっ

てきております。そういった中では、今後再稼働

の部分これから議論が非常に本格化してくるのか

なというふうに思ってございますし、国のエネル

ギー政策の中ではもっともっとこれが加速してく

るというのは予測はされます。しかし、私どもと

いたしましても余市町民を守るために何がベスト

の判断なのかという部分の中で、それと福島の現

状という部分をしっかり踏まえながら発言もして

いきたい。これは、国に対しても、道に対しても、

事業者に対してもそういった中で発言をしていき

たいというふうに思っております。 

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 午後 １時３７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。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位６番、議席番号７番、近藤議員の発言

を許します。 

〇７番（近藤徹哉君） さきに通告いたしました

１件について質問いたします。 

 子育てを主体としたまちづくりについて。急激

な少子化の進行に加え、社会進出する女性の増加

に対し、集中的、総合的な取り組みを進めるため

厚生労働省が策定した次世代育成支援推進法が

2005年より一定規模以上の企業に対し義務づけら

れました。地方自治体及びその他さまざまな組織

においてそれぞれの支持対象を策定して、次世代

を担う子供、子育て家庭に対する支援策を強化し

ております。また、厚労省と文科省が一緒に取り

組み、2006年４月から全国30カ所でモデル事業を

実施して、親が共働きでなくても保育所が利用で

きるようになる一方、幼稚園の預かり時間は４時

間から８時間に拡大、対象児童も３歳以上から全

ての就学前児童に拡大されております。そこで、
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以下の質問をいたします。 

 地域版総合戦略の中で多子世帯を対象に支援策

が記載されておりますが、国は15年度に策定する

５カ年計画の費用に対して助成するとなっており

ますが、本町ではどのように調査検討しておりま

すか。また、対象世帯数はどうなっているかお伺

いいたします。 

 ２つ目、母親の働く場として介護関係業務があ

りますが、求人募集してもすぐ退社する方が多い

と言われておりますが、根本的原因の把握はして

おりますか、お伺いいたします。 

 ３番目、人口減少時代においてなぜ町民が流出

するのかをみずから調べ、子育て世帯の意見を聞

き、何が必要か真剣に考え、地域の魅力と課題を

考えて多様な政策を立案する場合の障壁がありま

したらお伺いいたします。 

 ４番目、働きたくても仕事の関係上児童の保育

所の時間的制約による勤務体制の変更ができず困

っている方々が多数おり、子育てしながら働ける

住みよい町にすることが移住政策の一環と思いま

すが、どう検討しておりますか、お伺いいたしま

す。 

 ５番目、今後の課題として時代の変化に対応す

べく幼保一体化に早く取り組み、民間発想の企業

への支援が必要と思いますが、見解をお伺いいた

します。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員の子育て

を主体としたまちづくりについてのご質問に答弁

いたします。 

 １点目の地方版総合戦略に係るご質問でござい

ますが、地方版総合戦略は国のまち・ひと・しご

と創生総合戦略に基づき、各自治体がその地域の

人口動向や産業実態等を踏まえ、2019年度までの

政策目標や施策を策定するものであり、本町にお

きましても2015年度中に策定する予定でございま

す。議員ご質問の多子世帯支援も国の示す施策の

一つに位置づけられており、1,100世帯ほどの子育

て世帯のうち３人以上の子供のいる多子世帯が

150世帯ございますが、他の施策同様今後調査検討

を行い、本町の地方版総合戦略を作成してまいり

たいと存じますので、ご理解をいただきたいと存

じます。 

 ２点目の介護関係業務におきます就労状況につ

いてのご質問でございますが、現在介護現場にお

いては介護の働き手不足が労働環境の悪化を招い

て悪循環に陥っているとの指摘もあり、職員確保

が大きな問題となっております。厚生労働省の資

料によるところでは、介護福祉士が介護職場をや

めた理由については、結婚、出産等が31.7％、法

人、事業所の理念や運営に不満が25.0％、職場の

人間関係が24.7％、収入が少なかったが23.5％、

心身の不調が22.0％となっているところでござい

ます。町内の介護職場につきましては、事業所等

への聞き取りを行っておりますが、今後とも実態

の把握に努め、状況を注視してまいりますので、

ご理解いただきたいと存じます。 

 ３点目の政策立案の際の障壁についてのご質問

でございますが、余市町子ども・子育て支援事業

計画を策定するに当たり、保護者の方に子育てに

関するアンケート調査を行い、この中で自由意見

記載欄を設け、多数のご意見をいただいてござい

ます。子育てに対する意見はもちろんのこと保健、

教育、まちづくりといった多様なご意見がござい

ました。これらご意見については、関係課におい

て情報を共有し、今後の施策に生かしてまいりま

す。また、政策立案、施策の実施に当たりまして

は、行政のみならず関係機関、団体、企業の皆様

のご理解、ご協力も不可欠でございます。今後と

もご協力を仰ぎながら取り進めてまいりたいと存

じますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 ４点目の保育所の時間的制約についてのご質問

でございますが、現在余市町では保護者の皆様の

ニーズにお応えすべく午前７時30分から午後７時

まで延長して保育を実施しているところでござい
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ます。しかしながら、今後とも多様化するニーズ

の把握に努め、職員の体制等も考慮しながら、保

育の充実を図ってまいりますので、ご理解をいた

だきたいと存じます。 

 最後に、幼保一体の早期取り組みと民間事業者

への支援についてのご質問でございますが、余市

町子ども・子育て支援事業計画策定後、町内各事

業所の方々のご意見を伺う場を設け、民間事業者

の方々に担っていただける事業の把握に努めると

ともに、支援につきましてはさきの地方版総合戦

略の中で検討してまいりたいと考えてございます

ので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇７番（近藤徹哉君） まず、１問目からなので

すけれども、地方版の総合戦略なのですけれども、

今町長答弁ありまして、この中で子育てと、それ

からまちづくりについて質問したわけですけれど

も、今までの各議員の質問でいろいろな方々が質

問した中で町の経済とかそういうことを言ってお

りましたが、私もそのとおりだと思うのですけれ

ども、具体的に余市の町まずこの戦略を練った中

で、今町長から言われまして、多子世帯の人もそ

うなのですけれども、その中でどうしたらいいか

ということになってくるわけ。 

 それで、政府の地方創生の一環として地域の子

育てと、それから地域の活力のためにプレミアム

つきの、高齢者と、それから子供さんたちと合体

となったというのも補助対象になるし、それを早

く打ち出すことによって地方創生で地域の商店街

の活性化にもなるし、そういうことでその戦略は

今練っている最中と言ったのですけれども、そう

いう国の政策にのっとってどういうものを考えて

いるのかなということなのです。だから、今考え

ておりましたら計画練って、例えば平成27年度中

に策定して、ちょっと遅いのですけれども、それ

を国のほうに地方創生のことについてもう出して

いると思うのですけれども、プレミアム商品券と

言ったら語弊あるのですけれども、それによって

生活基盤、それから経済の活性化のために国は補

助をしますよということなのです、出た分。そう

いうことによって購買力の底上げと経済の活性化

ということが今近々の政府のほうも課題なのです

けれども、その辺地方版の総合戦略に本町として

はどの辺の位置づけするのかなということなので

す。そういうことをしないと、なかなか経済って

いろいろなこと多種多様になっていますけれど

も、こういうことを使った中で政府が打ち出して

いる政策にのっとって、それに肉づけをしてやっ

ていかないとならないと思っているのです。それ

をちょっとまたお知らせください。 

 それから、２つ目は、介護関係なのですけれど

も、いろいろなこと言っておりましたけれども、

まずこれは介護のこともそうなのですけれども、

３番目とかち合いますけれども、人口減少の中で

やはり余市来たら、うちにもいるのですけれども、

子供さんいて、規制があるというのです。例えば

10時まで働きたいとか、例えばです。土日はない

から休みになる、働けないと。だから、私は子育

てによるまちづくりという一つのタイトルは、全

道179カ市町村の中で、余市に来たら、離婚と言っ

たら失礼な言い方になるけれども、母子家庭なん

かで子供２人とか３人いた人が安心して働ける

と、そういう職場が余市非常に少ないですねと言

われている。それで、その点について、例えばＡ

病院でも看護師さんとか、施設も何階建てである

のですけれども、なかなか時間の制約で働けない

というわけ。だから、私は他の町村と違って余市

はそういう職場の提供する以前の問題でそういう

子供さんを見てくれるベビーシッターも本町の場

合あるわけでないし、だからそういうことについ

てやはり力を入れるべきでないのかなと思ってい

るのです。先ほど町長から答弁あったなかなか人

手が不足で、対人関係とか仕事がきついとかいろ

いろありますけれども、やはりそれは行政が全て

やるわけでないけれども、そういう一つのレール
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というのか、それを番外の人たちみんな優秀です

から、それで調査研究、いろいろな本に書いてい

ますけれども、現場に行ってどういうのが一番ネ

ックなのか、人口減少するのは何なのか、ただ漠

然と働く仕事がないから余市から離れるではなく

て、なぜ離れるか、そしたら仕事があればやるの

かなと、いろいろな経済誌にも載っていますけれ

ども、きれいな仕事でなくて、生きがいをどうす

るかというのが一つの行政の務めだと思うので

す。お金だけでないと思っているのです。これか

らＵターン、Ｉターンの地方創生でありますよう

に、そうすると最低限度の施設というか、新しい

建物をつくるとかそういう意味でなくて、受け皿

をどういうふうに構築していくかということが必

要になると思うのです。例えば余市に住んでみよ

うと、そして子供さんもこういうことでやってく

れると、そしたら安心して働けると。母子家庭で

すと、お母さんが子供さんにお母さん頑張ってく

るからね、頼むよと言ったら、子供もお母さん頑

張ってきてね、そういうことができるのです。そ

れが今結構、今の保育所とか幼稚園がいいとか悪

いでない。時間無制限とは言わないけれども、海

外はそういうのあるのです、24時間とか。これは

日本の社会ではなかなか難しいから、これは言う

べきでないのですけれども、基本は安心して暮ら

せるのは何かといったらお金ではないと思うので

す。仕事と関係だけのお給料をいただいて、子供

と一緒に生活できるというのが原理原則でないか

なと思っている。 

 それで、それをいち早く今データを、町長が話

しておりましたけれども、その原因は大体これで

わかりますけれども、だけれどもそういう人たち

にこれを調査と言うと語弊あるけれども、その担

当課で、そうすることによって、なぜそういうの

が私提案するかというと、しょっちゅう入れかわ

って、ハローワークに行っても呼んでもすぐやめ

るというのでしょう。そうすると、私はお願いし

たいことは、行政マンの皆さん、いつも言うよう

に優秀ですから、フェース・ツー・フェースでな

いけれども、その人に何人かピックアップした中

でもし会えたとしたらどうしてやめたのですか

と、そういう言葉がけと質問と提案したりなんか

して、そうすることによって私はきずなが生まれ

て、余市行ったら、また親戚とか友達に言ったら、

地方に行った人、余市はこういうことまでフォロ

ーしてくれたけれども、私どうしてもできなかっ

たとか、本当に親身になって、１つの施設はそう

でないけれども、行政の人はそういうことをやっ

ておりますよという、それが私レベルアップだと

思うのです。人間全て私はお金でないと思う。心。

よく昔から言われたきずながないとかというけれ

ども、だから率先して調べて調査して実行するに

は何が必要か。そうすると、その人と会って話を

してどうするか。そうすることによってそれが近

い将来、もっと早いです。まちづくりの一環にな

ると私は思う、ソフトの面で。そういうことが今

求められていると思います。実際私お母さんと話

ししたことありますから。お金でない。安心した

いと。例えば月10万円から15万円で３人でそうい

うことやって、それで生活できればそれでもいい

と。だけれども、安心できると。そういう人が出

てきたのです。お金がたくさん欲しいから、腰痛

めてまでやるとか、そういう意味でないのです。

そして、その人が口コミでまたあそこすごくいい

よとか、そういうことになっていくわけ。何でも

会話が必要でないかなと。そういうソフトの面で

そういうことをしていかないとならないと思って

いるのです。 

 それから、４番目とぶつかりますけれども、そ

してそういうことがトータルでいくと、今こうい

うことで保育所もそうですけれども、新聞にも出

ていますけれども、プライム21というのですか、

今民間企業が、最後の５番目とぶつかりますけれ

ども、札幌で全然関係ない人が店舗展開というか、
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保育所、病院とかいろいろなこと。そして、本州

に、北海道人口減少で、そうすると12時間、そし

て安心して、大きい病院にはみんな併設したよう

な保育所とかそういうのつくって、徹底的に、そ

れでそういう人がいないといったら人の紹介した

ら謝礼を何ぼ払って、だからほとんど充足してい

るという。そして、喜ばれてどんどんふえていく

みたい。これからの高齢化社会の中、そして少子

化の中で働く女性の、男性もそうですけれども、

そういう施策を、ソフトの面ですけれども、打ち

出していかないと、ただ指をくわえて待っている

とかでなくて、それこそ企画立案をどういう形で

するかというのが一番問題でないかなと思う。知

恵を絞って、そしてそういう人に対して面接と言

うと語弊あるけれども、そういう苦情をたくさん

聞いた中で、そしてそれに説明したりして、それ

で納得してもらえるということが今非常に欠けて

いると。やめたらやめる、はい、さようなら、そ

ういうことでないと思う。そういう町村多いかも

しれないけれども、余市はそういうことを徹底し

て、お金何もかからないです。時間がちょっとか

かります。だけれども、そういうことをしていか

ないと、旧態依然で今までと全く同じになるので

ないかなと、そう思っているのです。 

 それで、幼保一体化の問題なのですけれども、

本町も近い将来人口減少にもなりますけれども、

保育所と幼稚園のこと何回か私も質問しましたけ

れども、やはりこれからは、最後に書いているの

ですけれども、民間の知恵もいただいてどうする

かということは、うわさですけれども、まほろば

の件で何か合体した中でというのを聞いているの

ですけれども、地方創生の中で高齢者と子供さん

たちと合体した中の安心して暮らせる、そういう

ことに対して自治体が企画立案すると補助事業が

あるのです、調べていると思うけれども。その件

についてどう考えているか。 

 そして、今例えば消費税が８％で、１年半で10％

になります。そうすると、公定価格８％で現在消

費税はそういうふうになるのですけれども、そう

いう場合に国からの幼保一体化について恐らく

17段階になって分かれてくるのでないかなと。こ

れ地方自治体の責務になってくると思うのです。

これは、平成27年４月１日に条例が決まって、26年

の10月１日に施行して27年４月１日から実施に入

ってくるわけ。そうすると、消費税10％、それを

見越してやっていると思うのです。これから政府

は、子育てとか男女平等で、女性も男性も対等に

働く職場の提供と、そういうことに力が入ってき

ているのです。もう遅過ぎるけれども、そういう

時代になっている中で、本町ではその辺どのよう

に検討しているのか。いち早く私は希望は一町民

として余市が輝ける町になるには具体的にどうい

う施策が必要なのかと、そういうことを企画立案

した中で、それがこれでよしといった場合に町民

の皆さんにＰＲ活動をした中で、町民の声を吸収

した中で賛成をたくさん集めて、優先順位を決め

て、そして実行に移していただきたい。そうする

ことがまちづくりにも結びつくと。あと、農業、

漁業もそうですけれども、まず一番は町民の心を

つかむ政策をやっていただきたい。箱物は過疎債

もありますし、いつでもできると思う。その前に、

くどいようですけれども、町民の声を聞いた中で

調査研究して、また行動に移したりする場合に何

が一番余市で必要なのか、そういう一つの目標を

設定した中で、それに使ってみんなと、何でもか

んでも私はコンサルタントに頼んで書いてもら

う、それはだめだと思う。町民の皆さんと協議し

た中で、最終的な集約のことを書いてもらうのが

コンサルタント、地元のことわかりませんから。

だから、そういうこと踏まえた中でやっていって

いただきたいし、これから今行政の問題は、幼保

一体化、認定こども園だと思います。行政の守備

範囲の中で今保育所ありますけれども、すぐ来年

からということではないけれども、そういう計画
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を練った中で、くどいようですけれども、国の地

方創生のお金を使った中でどう活用するか、そう

いう一つのビジョンが必要でないかなと思う。そ

ういうことについて質問いたします。 

 今なかったらないでいいのですけれども、そう

いうことがないとこれからは非常に閉塞感になっ

て、都市間競争の中でも立ちおくれになるのでな

いかなと思っているのです。どうかひとつそうい

うことでやっていかないと、くどいようですけれ

ども、地域の声を聞いた中で、そして何が優先順

位なのか。やはり私まちづくりというのは、人が

移住、定住でないけれども、来ないとどうするこ

ともできない。最低限度の昔の俗な言葉で言うと

頭数というのか、こういうことは失礼な言い方な

のですけれども、そうするとやはり余市に行って

ちょっと住んでみたいなと、ちょっとやってみた

けれども、３カ月やったけれども、いろいろなそ

ういうことが可能だと。そしたら、余市に定住す

るかなというような、これが私はまちづくりだと。

工場来るとか来ないとかというのは次元が全然違

うと思う。せいぜいワインくらいだかもしれませ

ん。これが大きい工場、働く場所となるとそうで

はないと。だから、そういうこともやることによ

って民間の力をどう活用して、今余市でいろいろ

なことをやっている人たちに、これからちょっと

はみ出すけれども、地方創生、子ども・子育て支

援のまちづくりですから、そういうことに特化す

るようにしたらどうするかというか、民間の人も

入れた中で、そして最終的に指定管理者でも何で

もいいのですが、スライドした中で行政は本来の

仕事に、一点主義でないけれども、集中していた

だきたいと。そうすることによってもっともっと、

番外の人はすばらしい能力持っているから、それ

に特化していただければもっともっと余市はすご

くなると思うのです。旧態依然の同じやり方した

らだめだと思うのです。そういうことも踏まえた

中で答弁いただきたいと思います。 

 何はともあれ今政府の法律とか何かできた中

で、それを調査研究のセクションあると思うので

すけれども、いち早くキャッチした中で、その中

で余市で今そういうベースの調査がありました

ら、こういうようなことがこれをどう活用するか

という、そしてすぐ申請出してやると。具体化し

ていくと、そういうことが国から来たものをただ

処理するのでなくて、委託業務だけでなくて、い

まだにまだあるけれども、だけれどもそういうよ

うな一歩クリアするような考えを私はアクション

というか、行動に移していただきたいし、それに

はもちろんＰＤＣＡもありますけれども、プラン

とドゥーでしょう、チェック、アクション、それ

を頭に描いた中でそういうような政策立案をして

いただきたいし、その考えを町長から答弁いただ

ければありがたいし、そういうことでございます。 

 今２問目ですから、よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員よりの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 まず、１点目の部分、地方創生にかかわるプレ

ミアム商品券等の質問もございました。これにつ

きましては、今期定例会に補正予算等の提出これ

からまた予定してございますので、詳しくは申し

述べられませんが、おっしゃるように子育て支援

の事業というものもこの26年度の補正予算の中で

提案していきたいなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 それと、介護職場の部分、これは介護の条例改

正の中でもいろいろなご提言、議論もいただいた

ところでございます。この部分私どもも特別委員

会の中でもご答弁させていただきましたが、ただ

一定程度の事前監査等だけではなくて、いかに現

場に足を運んで、いろいろな情報、そしてまた会

話等をしていくかと、この部分がやはり非常に重

要であるというふうに思ってございます。そうい

った中で、情報を共有することにより、例えば是

正していただくものは是正していかなければなら
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ない、そしてまた行政としてやらなければならな

いことはいろいろな情報等をいただいて取り組ん

でいかなければならない部分もあるというふうに

思ってございます。まず、現場に足を運ぶという

部分が第一かなというふうに思っているところで

ございます。 

 それと、延長保育等の部分、これはたしか24年

から、３所から２所になったときだと思います。

従前から変えまして７時30分から午後７時までと

いう形で延長保育をしてございますが、これらの

需要、これからもっともっと例えば日曜なりなん

なりとか希望があるのかといろいろな中での希望

等も把握しながら、行政としてどこまでできるの

かという部分も検討をしなければならない部分で

あろうというふうに思ってございます。 

 それと、幼保一体の部分、これにつきましては

従前からお話をさせていただいております。今も

いろいろな会議を持ちまして、事業者と行政とが

いろいろな中でアンケートに基づいて需要がどう

なっていくのか、そして民間でどれだけ担ってい

ただけるのかと、今その話をさせていただいてい

るところでございます。決して民間のその部分の

活力をそぐことなく、まず民間でどれだけ担って

いただけるのかと。そして、例えば不採算部門な

り、そういうところは町が担うのかと、そういう

形の中での協議をしていかなければならないとい

うふうに思ってございます。 

 それと、まほろば等の部分、高齢者と子供のと

いう部分、これは中期計画等にものってもござい

ませんし、今後やはりおっしゃとおり、最後の部

分でございますが、いろいろなご意見をお伺いし

ながら、これは行政だけで企画立案できるという

ものでもございません。いろいろな中での現場の

声、事業者の声、そしてまた利用者等の声をいた

だきながら、今後どうあるべきかという部分をし

っかりと決めていかなければならないと。おっし

ゃるとおり、私どももいろいろな中では今までも

ご指摘もいただいております。もちろんコンサル

等にただ丸投げするというのではなくて、やはり

一番知っているのは現場であり、行政であり、そ

して利用者であると。そこでの意見をしっかりと

把握して、それを踏まえて、例えばそこからいろ

いろな中での専門的な部分はコンサル等々も考え

られる部分でございますが、当然のことながら第

一義的には行政、現場、そして利用者等の声をし

っかり聞きながら、それらに対応していかなけれ

ばならないというふうに思ってございます。 

 それと、輝ける町となるため、これは組織力が

やはり求められているというふうに思っておりま

す。今まで中央集権の国の通達、国の法律の中で

それだけをやっていればよかったという時代はと

っくにもちろん過ぎているところでございまし

て、こういった中で一つ一つ、地方創生の部分で

もございますが、これらの取り組み、組織力の違

いによって行政間に差が出てくるというふうに確

かに思ってございます。我々もいろいろなパイプ

を使いながら、例えば道とのパイプ、国とのパイ

プ、それは国会議員、道会議員とのパイプ、そし

てまた道庁、そして国の機関とのパイプも使いな

がら、国から、道からおりてきたから、さあ、よ

っこらしょとやりますかではなくて、事前にいろ

いろな部分つかんでおかなければ今回の地方創生

のように一気に27年度予算のときに26年度の補正

という部分もございますので、そういった中で事

前の準備、情報をいかに把握していくかという部

分で差が出てくるというふうに思ってございます

ので、それらを含めしっかりと対応していきたい

というふうに思っております。 

〇７番（近藤徹哉君） 今答弁聞いたのですけれ

ども、まず１つは、簡単な例出しますけれども、

人間が病気になったと仮定しますか。手術したほ

うがいいのか、延命で薬だけでいいのか、運動し

たりして病気にならないほうがいいのか。そうす

ると、緊急になったら手術です。今そしたら余市
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が置かれている余市の今現在の現状をどういうふ

うに考えているのかなということなのです。経済

とかいろいろな意味です。それが原理原則でない

かなと私は思うのです。今病んでいる。そしたら、

薬で治すかどうか。それは時間がかかるけれども、

例えば今歩けないとか、足けがしたりなんかして

両足が例えばなくなったら何が必要かと。リハビ

リとか、今はロボットの時代ですけれども、それ

を見分けられるというのか、行政として。その根

源は、だから常日ごろいつも言っているように町

に出ていろいろなことを聞いた中で集約して、そ

して行政の政策に反映するということが必要欠く

べからざることでないかなと思う。だから、私は

常日ごろ出て歩かないと全てわからないよと言う

の。だから、こんなこと失礼な言い方だけれども、

デスクで企画立案しても私も空想にすぎないので

ないかなと。出て歩かないと、基本は。 

 これから高齢者がたくさんふえてきますけれど

も、子供さんもさっき言ったように子育てのこと

もあるし、いろいろなことが政策は雑多でありま

すけれども、その中で余市の町で一番欠けている

のは何なのかということが基本理念だと思う。そ

れは、やはり子育てでないかなと、基本は。その

次仕事。安心して子供さんを育てられるというこ

とが原理原則でないかなと。それについて今いろ

いろな本にも新聞にも出ますけれども、地方創生

で子育て支援とかいろいろなことに対する優遇策

と言ったら変ですけれども、補助事業とか、具体

的にそれが町の活力になる場合にはそういうこと

に対する国からの助成とか審査した中で出すとい

うことですから、いつも言うように都市間競争で

すから。やはり私は179カ市町村の中で金太郎あめ

でなくて、余市独自の政策を打ち出していただき

たいし、それに特化するにはどうするか、何がだ

から障壁なのか、壁なのかという、それをはっき

り把握した中でどこかを削って、悪いけれども、

こっちに特化するということがないと、総花的で

すとなかなか地域として進まないと思う。 

 町長は、余市町の今の経済とか、経済と言った

ら漠然としていますが、農業、漁業、商店街、そ

れから水産の会社関係、そういう人に対するどう

いう政策が必要なのか。お金ばかりではないと思

う。第１段階、第２段階に来たから、短期、中期、

長期、長期といっても今５年ですから。短期とい

ったら２年ですから。そういう長期10年とか、10年

になったらどうなるかわからない時代ですから、

だから短期、２年の間に何をすべきかという。１

年で企画立案した中でそういう政策を打ち出して

いかないとすぐ平成30年来ます。そういうことに

特化していただきたいし、さっき言った地方版総

合戦略でもそうですけれども、補助事業もプレミ

アムのいろいろなこと、買い物、それあるけれど

も、もしできれば具体的に検討して、あと３カ月

や４カ月で大体立案できますよ、議会の委員会に

も提出しますよというようなことがあるのかどう

か。あればお知らせいただきたいなと。そして、

みんなで協議して、この町をよくしようというよ

うな考えがないとだめだと思うのです。 

 それと、最後の幼保一体化と認定こども園です

けれども、あと１年半過ぎかい、今度は10％にな

るでしょう。そうすると、１兆円くらいになるの

かな。17段階と何か新聞にちらっと出ていたので

すけれども、自治体の負担も出てくるのでないで

すか。だから、先手必勝でないけれども、これを

早く企画立案しないとだめだと思います。もうそ

うなっているのですから。くどいようですけれど

も、平成26年10月に施行されて、27年４月１日実

施ですから。担当の人知っていると思うのですけ

れども、この辺どういうふうに検討しているのか

なと思って。 

 国は、今アベノミクスでないけれども、どんど

ん早くしないと、やっぱりデフレ脱却で、地域に

経済の恩恵が波及するようにというような感じな

のです。当たり前のこと。１都３県で3,500万の人
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口でしょう、関東。それでなくて、地方がよくな

らないとだめだという政策なのです。その一環と

して、認定こども園もそうですけれども、ある程

度民間発想の中で、行政の、くどいようですけれ

ども、守備範囲をはっきりした中で、子供が少な

いからということではなくて、だんだん住みやす

くなったら子供はふえるかもしれないです。それ

が私は未知への挑戦だと思う。未来に向かって安

心できるような余市の町というのを構築すること

によって地方から人が、北海道ふえているところ

もありますでしょう。何が原因なのか、それが課

題だと思うのです。何もないところに移住なんか

来ません。私はみんな余市はすばらしい町だと、

これは住んでいる人がただすばらしいと言うだけ

で、地方から来た人はそう思っていないですから。

やはりカインドリーというか、親切とか言葉がけ

もいいとかいろいろなことで、そして住みやすい

のは何か、60になっても、人とすれ違ってもいい

とか、余市の産物がおいしいとか、そういうのに

特化していかないとならないと思うのです。それ

には企画立案なのです。私たち一人一人でやって

もなかなか難しい。やっぱり行政、株式会社余市

役場として何をレールを敷いていくかという、そ

ういう方針がないと右往左往してしまうのではな

いかなと。みんな考え方違いますから。何が優先

順位かという。本当に地道ですけれども、子育て

を充実するにはどうするか。それが認定こども園、

つまり幼保一体化で、今余市町も保育所３つあり

ますけれども、これをどうするのか早く打ち出し

た中で民間の企業なりなんなりにサポートさせる

ということが必要だと思っているのです。そうす

ると、いろいろな条件つけた中で働きやすいし、

託児所でないけれども、やっていただける。安心

して働く場を求める。今求人が多いのですけれど

も、来ないのです、いろいろな問題があって。そ

ういうことを踏まえた中で、トータルですけれど

も、ひとつ30分でもいいですから、町長、答弁し

て。 

 それと、つけ足しですけれども、３人以上の子

供さんのいる世帯150世帯ですけれども、こういう

ことはこういう定例会で言うべきでないのですけ

れども、子供さんたくさん産みなさいということ

は難しいのですけれども、ただひとつ優遇策、今

金額とかは言いませんけれども、やはり子供を１

人以上、２人、３人、大変だと思う。それに対す

ることをどう援助してあげれるか、限られた予算

の中で。そしたら、限られた予算はどこを削って

いくかということになる。一升ますに一升しかな

いから。それが選択と実行だと思う。もうこれか

ら選択の時代ですから、やはり特化していかない

とならない。そして、一番目的は、目標は全道の

179カ市町村の中で余市がたけているというふう

になっていただきたいなということ、企画立案は。

金太郎あめと同じだったら納得しない、私。極端

なこと言うと、町民だって納得しないでしょう。

そういうことをいち早くやっていただきたいし、

町長も宣言すればいいのではないですか。そうい

う勇気、希望、できなかったらできないで１年半

でもできなかったと、こういうことが原因でした

と、これでいいのでないですか。やってみないと、

何でもテレビでもあるでしょう。やってみないと

わからないのです。それには緻密な計算した中で、

検討しますもいいですけれども、これを１年以内

にやってみようというようなことを言葉で発する

と、それに向かって邁進するのでないですか。そ

ういうことをこれからぜひ言葉に責任を持って実

行に移していただきたいなと、私はそう思います。 

 最後だから、ちょっと検討していたら言ってほ

しいけれども、さっきの消費税の10％、間違いな

くなると思うのです。認定こども園のことについ

て、大体１兆円でないですか。17段階に分けて、

各市町村にどうなってくるのか、その辺も検証し

ていたらお知らせいただきたいと。 

〇町長（嶋  保君） ７番、近藤議員からの再
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度のご質問に答弁いたします。 

 非常に多岐にわたってご質問やらご提言やら等

の部分ございます。１つといたしましては、私も

これは当然だと思っていますが、現場に出なけれ

ば、デスクワークだけならだめですよという部分、

これは私も事あるごとに職員にもお願いしている

ところでございます。しかし、そういった中でも

非常に業務量が多岐にわたって、今ご存じのよう

に職員もどんどん、どんどん減ってきているとい

う部分もございます。そういった中ではなかなか

出づらい部分もあろうと思いますが、やはり現場

が大事だというのはこれは当然のことでございま

すので、そういう組織としての体制もつくってい

かなければならないと。なかなかかけ声だけで現

場に出れ、出れと言っても、そういった中で今の

体制等を含めて厳しいものもあるというふうにも

思ってございますので、それらを含めて改善すべ

きところは改善していかなければならないなとい

うふうに思ってございます。 

 それと、子育てを第一にして地方創生に取り組

めというご提言等もございました。これにつきま

しては、ご存じのように昨年に庁舎内に人口減少

対策検討会議を設けて、今いろいろな横の連携を

とりながら、種々検討しているところでございま

す。こういった中で現場の声を聞きながら、何が

一番なのか、どこに特化すればいいのか、どこに

集中していけばいいのかという部分を今検討して

いるところでございます。おっしゃるとおり、一

番最初におっしゃいましたが、病気で手術するの

か、薬なのか、運動なのかと。これは、後段の短

期、長期、中期の部分にも当てはまると思います

が、手術しなければならない部分、手術するため

にも体力がなくて手術できないというのもござい

ますが、そういった中では短期的に手術でぱっと

いける部分、そして予防という中で長期的には運

動という部分もそこもきっちりやっていかなけれ

ばならないと。午前中もそういったご質問も出た

中で、短期的な来年どうするとかそういう部分だ

けの今までの１次産業等の部分も反省を込めて午

前中も答弁させていただきましたが、そういった

中長期的な視点がやはり足りなかった部分があっ

たなというふうに思ってもございますので、短期

的な部分、すぐあしたからやらなければならない

部分、そしてまた中長期的に検討して、徐々に徐

々に予防等を含めて運動していく部分、そのあた

りのめり張りをつけていかなければならないと。

これは、財政的にも裕福で右肩上がりであれば一

気に大量に財源を投入して、そこで全身手術とい

う形にもなろうかと思いますが、そういったふう

にもなってございませんので、それらの状況を見

きわめながら、短期的な部分、長期的な部分に取

り組んでいきたいというふうに思ってございま

す。 

 それとまた、３人以上の子育て等を含めて、議

員かねてから言われていますが、この優遇策の部

分、今ここで３人以上の優遇策こうしますという

ふうには申し上げることはできません。提案され

ている内容等も理解はしておりますが、これらも

どうあるべきかという部分を、何でもよくあめと

むちの部分おっしゃいますけれども、あめさえあ

ればいいのかなという部分、そのあたりもいろい

ろな部分もあろうと思いますので、それらあたり

は他町村どのような優遇策等もあるのか等も含め

て研究もさせていただきたいというふうに思って

ございます。 

 それと、幼保一体の認定こども園等の部分、こ

れも先ほど来申し上げてございますが、今需要動

向の調査しておりますので、しっかりと民間の担

っていただく部分、ここまで民間では担えるよと

いったら、私どもがそれを行政が邪魔をするとい

うふうにはならないというふうに思っていますの

で、そういった中で民間等の担えない部分をそし

たら行政で最終的には不採算部門等も含めて担わ

なければならない部分があると思いますので、お
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っしゃられたようにこの対応につきましてもいろ

いろな情報等も早目早目にとって、そういった中

で事業者、さらには利用者の皆さんにご迷惑をか

けないようにスピード感を持って取り組んでいか

なければならないというふうに思ってございま

す。おっしゃるとおり、金太郎あめのような中で

の全国画一的なという部分はないようにしたいと

いうふうに思ってございます。 

 それと、地方創生の部分、これにつきましても

国はそういった中でプレミアム商品券等の部分来

ています。しかし、これも国の中で単年度で26年

度でやりますよという形になって今は来ますけれ

ども、これが本来的であれば次年度もずっと続い

てほしいというふうに思ってございますが、そう

いった中でいろいろな思惑の中でぽんと単年度だ

けやって、あとは町村でという形の部分もありま

す。この部分はやはり国の地方創生の部分も私ど

もも取捨選択しながら取り組んでいきたいと。し

かし、有利なものは単年度であっても一般財源を

使わないでそういった交付金使っていけるという

部分は利用はしていきたいというふうに思ってお

ります。 

〇議長（中井寿夫君） 近藤議員の発言が終わり

ました。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明日６日は会議規則第８条の規定に基づ

き、午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時４５分 
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