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  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 
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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 
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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、安宅議員は所用のため欠席の旨届け出が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位７番、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、今定例会に１件の

質問をしておりますので、要を得た答弁をお願い

いたします。 

 １件、国保の都道府県単位化について。安倍自

公政権は、2015年通常国会に市町村国保都道府県

単位化をする法案を提出し、成立を狙っています。

また、2015年度は当時民主党政権が2012年に通し

た法改定に基づき国保財政を実態上都道府県単位

にしていく保険財政共同安定化事業の改変も実行

される予定です。保険財政共同安定化事業は、市

町村国保で出し合った拠出金を都道府県の国保連

合会にプールし、高額医療費の給付費を交付し合

う国保同士の助け合い、再保険の仕組みです。こ

の対象がレセプト１円以上になれば国保の医療給

付は実質上都道府県単位となります。 

 安倍政権は、国保の都道府県単位化を医療改革

法案に盛り込み、提出しようとしていますが、内

容は国保の保険者は都道府県とするものの、国保

税の賦課徴収は引き続き市町村が担うというもの

です。都道府県は、各市町村に納めるべき分賦金

の額を示しますが、その分賦金を集めるための国

保税は市町村が決め、市町村ごとの保険料の格差

は温存されます。住民の負担軽減に向けた市町村

の一般会計繰り入れはやめるように圧力がかかる

一方、滞納者の増加など市町村の分賦金の必要額

を集め切れなかった場合、市町村は一般会計を繰

り入れて弁償しなければなりません。住民負担増

や滞納制裁など、従来の国保行政の強化を都道府

県が監督するようになるだけで、今日低所得者の

割合が急増している国保で保険証の取り上げ、短

期保険証の増加、保険税の取り立て、差し押さえ

が住民生活を苦しめることが心配されます。 

 全国知事会は、被保険者の低所得と重過ぎる保

険料負担という国保の構造問題の解決を抜きにし

たまま都道府県単位化をする国の姿勢に反発し、

制度改変するならまず１兆円の国庫負担増をせよ

と要求しています。 

 市町村の独自繰り入れもなくして国保税をさら

に引き上げ、保険証の取り上げや差し押さえなど

無慈悲な滞納制裁が一層強化されるのでは住民の

苦難は増すばかりです。こんな都道府県単位化は

住民にとって何のメリットもありません。国保の

都道府県単位化に反対し、国の責任による国保税

の抜本的引き下げ、生活困窮者に対する保険証取

り上げや機械的滞納制裁を中止することが重要で

す。以下、伺います。 

 １つ、国保加入者の低所得者割合について。 
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 ２、資格証明書、短期保険証、保険証とめ置き、

差し押さえの実態について。 

 ３、高過ぎる国保税を引き下げ、低所得者の負

担減免を進めることについて。 

 ４、国保法第44条に基づく窓口負担の減免を推

進することについて。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員のご質問

に答弁申し上げます。 

 ご質問の１点目、国保加入者の低所得者割合に

ついてでありますが、平成26年度の低所得者軽減

世帯数で申し上げますと、７割軽減は1,250世帯、

35.8％、５割軽減は513世帯、14.7％、２割軽減は

389世帯、11.1％となり、全体では2,152世帯、62％

が軽減世帯となっております。 

 次に、資格証明書、短期被保険者証、保険証の

とめ置き、差し押さえの実態についてであります

が、２月末現在の資格証明書交付件数は６世帯、

短期被保険者証交付世帯は209世帯、保険証のとめ

置きは31世帯であります。また、差し押さえの実

態につきましては、２月末現在で25件、税に充当

された金額は70万円ほどでございます。 

 次に、高過ぎる国保税を引き下げる低所得者の

負担減免を進めることについてでありますが、国

保税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ので、

ご理解を賜りたいと存じます。 

 また、低所得者の負担減免につきましては、平

成26年度においては国保の低所得者に係る保険税

の軽減の拡充として国において５割及び２割軽減

基準が見直され、平成27年度に向けてもさらなる

軽減措置の拡充として５割及び２割軽減基準の見

直しを示しているところであります。 

 次に、国保法第44条に基づく窓口負担の減免を

推進することについてでありますが、本制度は被

保険者に災害及び失業等により収入が著しく減少

するなど特別の理由が生じ、医療機関等に一部負

担金を支払うことが困難であると認められた場

合、一定の基準のもと一部負担金の減免等が受け

られるものであります。今後におきましても町広

報に掲載するなど、本制度の周知に努めてまいり

たいと存じます。 

〇13番（中谷栄利君） 答弁ありがとうございま

す。 

 国保の加入世帯構造が従来の割合よりも生活困

窮者、低所得者の割合が増加しているものと判断

いたします。また、全国平均からいってもかなり

上位に当たるのではないかなと思っています。そ

ういった中でまずお伺いしたいのは、こういった

低所得者がふえてくる現状の中で、国が国庫負担

金を減少させていく。こういった中で、払いたく

ても払えない国保税、こういう状況がますます今

日の生活の国保税支払いの占める割合がふえてき

て、大変な状況に陥っている。滞納もふえる。そ

ういった状況になっているかと思います。 

 お伺いしますけれども、国保の抜本的な立て直

し、これには国に対して構造の悪化に対して国の

責任として国庫負担金を求め、低所得者の払える

保険税にすべきことが一番重要だと思います。そ

のことについて全国知事会のほうでも１兆円の国

庫負担金をということを述べているわけですか

ら、そういうことがないまま３月３日に国保の都

道府県単位化のことを含めた医療改革法案が閣議

決定されて、2018年４月に向けて実施することの

法案が提出されようとしています。このことに向

けても住民に対して何もメリットないこの国保の

都道府県単位化に対してきちんと異を唱え、低く

なっている国庫負担に対して求めて払える国保税

にすべきと、こういうことをきちんと声を上げる、

その姿勢が今町長として求めなければならないも

のだと私は考えますが、その姿勢について一番お

伺いしたいところなので、そのことについての町

長の意見をお聞かせください。 

 それから、２件目で資格証並びに短期証、とめ
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置き、差し押さえの数が述べられました。私も生

活相談で国保担当課にも生活が困窮して資格証を

発行されている方が実際に入院で治療を受けなけ

ればならない、このままだと悪化が進んでしまう

という方がいて、紹介して保険証の発行を願い出

て、柔軟に対応していただいたところです。ただ、

この資格証というのは、本来であれば納税の相談

に対して応じなければならない状況に対してあく

までも放置されていたり、そういったことに対し

ての資格証の発行なるものと思いますけれども、

私のたまたまお伺いしたこの資格証の対象者は、

ご家族の介護も含めて仕事をやめざるを得なくな

ったというケースもあって、それでも国保の納税

があって、生活のために払えない状況があってと

いう方でした。そういった悪意がなくても資格証

の発行の対象になる、こういったケースがあるわ

けで、今資格証は６世帯、そして短期証は209世帯

ということなので、この短期証も一定期間過ぎれ

ばやがて資格証の対象になる、こういうことにな

っているわけですから、こういった生活困窮者の

国保証の取り上げ、これはやめるべきであって、

さらに生活実態を十分把握した柔軟な対応、その

ことを求めていきたいと思います。 

 差し押さえで25件あるといいますが、この差し

押さえの中で特に就学児童生徒、そういったケー

スがどうなのか。保険証の資格証の中でもそうい

ったことがどうなのか国会でも問題になっている

わけで、そういった対象がどうなのか含めてこの

実態、機械的な対応がないものと思っていますが、

そのことについて、その実態についてお知らせ願

いたいと思います。 

 それから、窓口負担の減免についてこれを推し

進めること、町長はこのことについて実際に災害

とか失業で特定の人の対象ということで言われて

いました。しかし、今日国会の中でもこの恒常的

な収入減の中で、生活困窮の中でこの窓口負担に

求めるそういった人たちがふえてくる中で、国の

ほうにおいてもこの国保法第44条の活用について

言及せざるを得なくなったというのが今日の状況

です。国においても一定の資格要件設けています。

現在の収入が生活保護基準以下だとか、預貯金が

生活保護基準の３カ月以下、入院治療を受けてい

る人、そして減免期間も１カ月ごとの更新制、こ

ういうようなことを対象にしています。このため

に従来のこういった国保法としての窓口負担減免

に対してちゃんと設けられているものが本当に困

っている人、生活困窮者に対して柔軟なものにな

っていないというのが今日の現状です。広報で周

知徹底すると言っていますけれども、実際に国保

法の第44条に対して町長の認めるものというもの

を附則として、柔軟に運用を図られるような対応

がぜひ求められると思いますが、その考えについ

てお伺いするものです。 

 そして、この国保の都道府県単位化に当たって

厚生労働省のほうでも各市町村の保険税が値上が

りするということが問題になって、この値上がり

を抑えるためにも都道府県の財政調整交付金、こ

ういったものを予定されているという話もありま

す。消費税増税の先送りでこのことがどうなるか

というのも怪しいところですが、もし手当てされ

れば1,664億円、実際に１自治体当たり１億円あた

りと思われています。実際にこういった、仮にで

す。都道府県単位化は認めないと私は思いますけ

れども、この交付金が繰り入れられれば払える国

保税に引き下げる、そういった手当てをすること

が考えることができないのか、そういったことも

あわせてお伺いするものです。 

 特に最後繰り返しますけれども、この間一般質

問でも何回かこの国保の当初広域化といって町長

の考えをお伺いしましたが、その推移を見守って

いくというのがこの間の答弁でした。今回その国

保の都道府県単位化、いわゆる広域化について町

長の１問目の答弁には含まれませんでした。住民

に対してきちんと生活実態、そういったものを把
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握する中で、本来の国保法の目的を果たす役割、

住民の命と健康を守る地方自治体の本旨を貫くそ

ういった役割がこの都道府県単位化によって一般

会計からの繰り入れをとめて、そして都道府県に

対しての分賦金を納めることによってさらにより

一層保険税の値上げ、そして徴収が強化されてい

く、そういった危険をはらんでいるわけなので、

この都道府県単位化に対してはぜひ反対して国庫

負担の増加を訴えるべきものだと思っています。

そういったことについても再度お聞かせ願いたい

と思います。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 まず、この知事会の要望書等も緊急要請等もご

ざいます。国費の最優先活用によって国保の財政

基盤を強化し、構造問題の解決を図られたいとい

うような知事会からの要望等もございます。こう

いった中では、この制度上の問題として国庫負担

金が減少してきているというのは事実でございま

す。そういった中では、この部分はしっかりと町

村会としても求めていかなければならないという

のは当然の部分であるというふうに思ってござい

ます。 

 それと、資格証６件、短期証の209件、差し押さ

え25件という部分でございます。私は、この部分

しっかりとした実態を把握しながら対応しなけれ

ばならないと。まず、公平という観点から、厳し

く払っていただくという部分はやはり原則として

はあると思っております。しかし、そういった中

で払いたくても払えない部分、いろいろな情勢の

部分、そこでのしっかりとした峻別、毅然とした

態度で当然厳しい態度で臨む部分と、それと失業

等いろいろな中で払えない部分等もありますの

で、そういった中でのきちんとした峻別をしなが

ら、この対応はしていかなければならないという

ふうに思っているところでございます。 

 それと、窓口負担の国保法44条の部分のご質問

もございました。これにつきましては、町長のと

いう部分もございますが、これが何でもその部分

で町長が認めればという形でないというふうには

もちろん思ってございますが、他の自治体等でど

ういった運用をなされているのかという部分もし

っかりと研究をし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、質問には１問目に私はないと思ったの

ですけれども、都道府県化に対してどういう認識

という部分のご質問２問目でございました。これ

につきましては、知事会はずっと一貫して反対と。

これは、議会のいつかわかりませんけれども、意

見案としてもそういった中での部分も上がってご

ざいました。実は、全国町村会ではこれについて

は反対はしていなかった部分もございます。そう

いった中で、かねがね議員もおっしゃっていまし

たが、やはり細かい部分の対応が広域化によって

ならなくなるという部分等のいろいろなご指摘も

ございました。そういった中で分賦金の問題のこ

れが例えばその部分の補填をどうする、これは基

金の借り入れという形になろうかと思います。そ

れも当然結果的には保険税にかかってくると。介

護の部分と同じようなスタイルで、そうなってく

るというふうに思ってございます。そういった中

で、私どもといたしましてはこの単位化、これは

閣議決定もなされて、2018年、平成30年という形

になってございますので、国に対して国庫負担金

の増額要望等の要望する部分はしっかりと要望は

いたしますが、保険者としてはやはりこういった

中でこれらの準備もしていかなければならないと

いうのは保険者としての当然の責任であるという

ふうに思っております。 

〇13番（中谷栄利君） 保険者としての立場を述

べられて、町長としての私は住民の命と健康を守

るその立場を強く求めて、町長に対しては国の悪

政の防波堤になっていただく、そういった存在求

めています。ただ、国のほうで法が決まったらと
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いうことの言葉あります。ただ、今住民の命と健

康を守る国保法の構造がこれまでの国保の構成割

合からも含めて低所得者になってきた。そういっ

た構造的な変化を放置したまま国庫負担金を減ら

して今日の悪化を招いている。全国知事会もこれ

に対して異を唱えていると思います。住民の本当

に生活している間近でこの余市町の国保を担う担

当課のほうでも、やはり町長も町民の生活実態の

中でこういったものについての考え方、よりよい

国保にしていくために何が必要なのかというのは

一番大切なことでないのかなと思います。保険者

としての姿勢を示す前に、そのことをきちんと示

していただきたかったと私は思います。もちろん

そのつもり、言葉はまだ十分ではないかもしれま

せんが、そういったことは大きな柱として町長の

中にあると思います。その姿勢をぜひ前面に出し

ていただきたい、私はそのことを思います。 

 問題は、そういった中でもこの都道府県単位化

が進められていけば、本当にさらに生活困窮者に

対しての取り立てが無慈悲にも行われる可能性が

ありますし、そういった指導強化、厚生労働省の

ほうでも十分注意して行っていくということがあ

りますけれども、中にはその取り立てについても

民間のほうに委託するとか、そういうことも出て

くる自治体もあるようです。そういったことが行

われれば、やはり国保法の本来の目的を損ねると

思います。そういった危険をはらんだ都道府県単

位化に対しては、十分な払える国保税に改善して

いくということが必要です。そのための国庫負担

金と、それから仮に都道府県の財政調整交付金、

この問題について述べましたけれども、これにつ

いての手当てが行われれば払える国保税に引き下

げることは可能だと思っています。払える国保税

にいち早くするためにもそういった考えをお持ち

なのかどうか聞きたいと思います。 

 そして、国保法第44条の負担減免についてなの

ですけれども、札幌市だとかそういったところで

もこの問題が議論されて、法の整備等利用しやす

いものに改善していく、そういう動きもあります。

こういった全国の動きの中で、国保法の本来の目

的を果たすためにも不備な点は改善していく、そ

れが自治体の判断、裁量で行われるものは大いに

どんどん進めていく。そのためにもこの附則の中

で町長の認めるものということで加えて、柔軟な

対応はできないかどうか。国のほうで示している

限定についてもなかなか使い勝手が悪いし、恒常

的な生活困窮者には対応できないような面もあり

ます。本来医療費の窓口負担が大変重くなって、

病院に行けない、こういった人たちを救うために

も今この改善が求められています。そういった対

応を急ぐべきだと思います。ぜひそういった生活

実態、全国、全道の実態を捉えて、できることを

まず進めていく、そういった対応を急ぐべきだと

思いますが、考えを改めてお伺いするものです。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員の再度の

ご質問に答弁申し上げます。 

 この国保の制度という部分でございますが、非

常に今経済動向等も含めて低所得者が加入してい

るのが多いという部分で、財政的に非常に厳しい

財政運営になっているという部分でございまし

て、どんどん、どんどんそれが保険税の高騰につ

ながっているという部分は否めないところでござ

います。そういった中で、従前から申し述べてお

りますが、やはりこれは国の責任として国庫負担

金の部分、これは当然求めていく部分でございま

す。それと、都道府県化につきましては、いろい

ろな思いの中でこういう形の国の施策という中で

なってきてございますが、やはり我々保険者とし

てはその決定された部分に対する準備というの

は、これは当然しなければならないと。そして、

それとあわせてこういった中で決められた中では

国保という国民の、住民の命と健康を守るという

本来の趣旨の中でしっかりと機能をするような制

度にしていただきたいという中で、国庫負担金の
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増額等は継続して国に求めていかなければならな

いというふうに思っているところでございます。 

 それと、第44条の部分、札幌市等で今検討され

ているというお話もいただきました。おっしゃる

とおり、不備なものは改善しなければならないと

いうのは当然の部分でございまして、これら札幌

市等を含めいろいろな部分を研究させていただい

て、本町において制度的に財政的にできるのかど

うかと、そのあたりをしっかりと見きわめながら

研究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） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時２９分 

再開 午前１０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８番、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27年第１回定例会に

おいて５つの質問をさせていただきますが、明快

で具体性のある答弁をお願いいたします。 

 最初に、後志地域生活交通確保対策事業費補助

金について質問いたします。中央バスの積丹線後

志地域生活交通確保対策事業についてその内容に

ついて説明していただきたいと思います。 

 次に、積丹線と一般にいいますが、具体的にど

の路線を指しているのですか。 

 次に、この路線は１日何便あるのか。そして、

通常利用されている乗客はどのような方なのか。 

 次に、国や道から補助金の対象となっていたと

思いますが、補助金の対象となった根拠というの

はどこにありますか。 

 次に、これまで国と道からの補助金の算定割合

はどのようになっているのかお聞かせください。 

 最後に、バス路線維持のために地元市町の具体

的な負担額を示してください。 

 次に、観光の経済波及効果調査についてお聞き

します。現在の余市町内の「マッサン」の経済波

及効果がどれぐらいあるのかというところがすご

く気になっております。まず、経済波及効果調査

をしてきたのかお聞きします。 

 余市町の人口減少に歯どめがかからなかった場

合、人口流入、すなわち観光客を町内に呼び込む

政策をとらなければならないものと考えます。

「マッサン」効果を一過性で終わらせるのでなく、

持続させるためにも基礎調査が必要であります。

これまでの経済波及効果調査について実施状況を

お聞かせいただきたいと思います。 

 また、予算については、道からの補助金を活用

している市町村もあると聞いておりますが、余市

町としてこういった調査についてどのように考え

ているのかお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、活力ある商店街づくりの推進について。

空き店舗対策について今までにどういった業種が

何件利用されて、町からの補助金は幾らでしょう

か。また、効果はどのように感じているでしょう

か。活力あるまちづくりの支援としてももっと幅

を広げた補助制度にすべきと考えますが、見解を

お尋ねします。 

 次に、空き家対策条例制定について。余市町に

おいて近年空き家が多く見受けられます。積雪に

より屋根から雪が落ちてきたり、倒壊などの危険

な状況にありますが、やはりこの条例化に向けて

は町民の安全という観点から早急に進めていただ

きたいと思いますが、この点についてどう考えて

いますか。 

 現在調査している空き家の中に危険な空き家は

何軒あるでしょうか。 

 昨年後志総合振興局で廃屋空き家対策セミナー

が開催されたと聞いております。余市町でもこの

セミナーに参加していればその内容についてお聞
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かせ願いたいと思います。 

 最後に、人口減少問題について。商店街対策に

も関係してきますが、ここ三、四年で商店街で異

変が起きています。食堂は閉鎖し、保険屋さんは

撤退し、最近では老舗が廃業しました。これらは

人口減少がじわじわと商店街、小売店の売り上げ

の減少をもたらした要因であると思いますが、見

解をお聞きします。 

 また、地方交付税には人口による算定項目があ

りますが、人口減少は町財政に影響するため早期

の対策が必要と思いますが、どう考えているのか

具体的に説明を求めます。 

 以上、答弁よろしくお願いいたします。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員の後志地

域生活交通確保対策事業補助金についてご答弁申

し上げます。 

 ご質問の１点目、中央バス積丹線についてでご

ざいますが、小樽市と積丹町を結ぶ路線で、小樽

駅前を起点とした場合、余市町、古平町を経由し

て積丹町に至ります。終点につきましては、美国

行きと余別行きの２系統となっており、積丹町を

起点とした場合にも同様のルートで小樽駅前まで

運行されております。 

 次に、積丹線の１日の便数でございます。平成

26年の冬ダイヤの数で申し上げます。余別小樽間

につきましては１日10往復、美国小樽間につきま

しては１日17往復で、合わせて１日27往復となっ

ております。 

 次に、この路線を通常利用されている乗客の方

々でございますが、当該路線につきましては通勤、

通学、通院や買い物など沿線住民の日常的な交通

手段として利用されているほか、観光客の利用も

見られるところでございます。 

 次に、積丹線に対する国、道補助の根拠につい

てでございます。当該路線につきましては、複数

市町にまたがる路線であること、１日当たりの運

行回数が３回以上であることなど一定の基準を満

たしていることから、国の地域公共交通確保維持

改善事業、道の北海道地域間幹線系統確保維持事

業の対象となっており、平成25年度の実績では国、

道合わせて7,360万8,000円の補助金が交付されて

おります。 

 次に、バス路線維持のための地元市町の具体的

な負担額でございます。平成26年度の予算額で申

し上げます。小樽市が40万7,000円、余市町が74万

6,000円、古平町が97万2,000円、積丹町が111万

8,000円、合計が324万3,000円となっておりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

 次に、観光の経済波及効果調査についてご答弁

申し上げます。余市町における「マッサン」放映

効果に係る経済波及効果調査につきましては、連

続テレビ小説「マッサン」応援推進協議会へ参画

いただいております小樽商科大学のビジネス創造

センターと連携をし、余市町関連プロジェクトの

一つとして経済波及効果の算定について取り組み

を進めております。経済波及効果の算定について

は、本町から観光客の入り込み数を提供しており、

大学におかれましては観光消費額等についてのア

ンケート調査を実施しております。それらのデー

タをもとに小樽商科大学ビジネス創造センターに

おいて経済波及効果の数値の確定に向けて現在作

業を進めている状況でございます。今後につきま

しても研究ノウハウを持つ小樽商科大学との連携

により、こうした調査分析等を行いながら、地域

経済の活性化に向け、効果的な取り組みを行って

いきたいと考えております。 

 次に、活力ある商店街づくりの推進についてご

答弁申し上げます。ご質問にあります本町が商工

会議所に対し補助を行い、実施しております空き

店舗対策事業ですが、利用実績としては平成23年

度の制度導入から平成26年12月末現在で飲食業３

件、介護事業２件、建築業、理容業、小売業、整

体業、ＮＰＯ法人、商店会の11業者で延べ利用件

数16件、補助総額644万7,000円となっております。
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空き店舗解消に少なからずつながっているものと

考えております。 

 商店街対策につきましては、今年度より空き店

舗の短期間の活用もできるチャレンジショップ制

度を創設するなど改善に努めておりますが、商店

街の活性化につながるようさまざまな視点から効

果的な支援策について今後も余市商工会議所と協

議を進め、より効果をもたらす施策の展開を図っ

てまいります。 

 次に、空き家対策等に関するご質問に答弁申し

上げます。１点目の空き家対策条例に関する質問

でございますが、国においては近年全国的に空き

家等が増加し、防災や衛生、景観等において地域

住民の生活環境に影響を及ぼしていることに鑑

み、地域住民の生命と財産の保護、さらには生活

環境の保全や空き家等の活用を促進することを目

的とした空家等対策の推進に関する特別措置法を

昨年11月27日に公布、本年２月26日より一部を除

き施行され、あわせて法律に基づく国の空き家等

に関する基本指針が示されており、市町村におい

ては法律及び基本指針に基づき空き家対策に関す

る基本計画を定めて、さまざまな空き家等に関す

る対策を実施することが条例等の整備にかかわら

ず可能となったところでございます。このため本

町においても今後国の基本指針に即した基本計画

の策定に向け、小樽市を初め後志の廃屋空き家対

策連絡会議等とも連携を図りながら、空き家等に

関する対策を進めております。 

 ２点目の危険な空き家の軒数でございますが、

空き家等の調査においては敷地に立ち入る権限を

有しないため道路等からの目視による調査ではあ

りますが、現時点ではおおむね500軒を超える空き

家について把握しており、こうした空き家の情報

をデータベース化するとともに、定期的なパトロ

ールや情報提供等により情報の更新作業を行って

おります。 

 また、目視調査のため詳細な現状を把握するこ

とが困難であることから、危険な空き家として特

定することは難しい状況でありますが、これまで

の調査により道路への落雪など不特定多数の方々

に被害を及ぼすおそれのある数軒の空き家を把握

しておりますが、降雪期には特に重点的に監視等

を行うとともに、こうした道路への落雪のおそれ

があると判断される場合や隣接する住宅所有者等

から空き家の落雪等に関する苦情、通報があった

場合には定期的に状況の把握を行うとともに、所

有者等が判明したときはその都度適切な措置を行

うよう指導、要請を行っているところでございま

すので、ご理解願います。 

 ３点目の廃屋空き家対策セミナーにつきまして

は、昨年２月に後志総合振興局において開催され

たものと考えておりますが、本町からも担当職員

が参加しております。その概要につきましては、

空き家の活用事例として、大都市圏に暮らす人が

１年のうち一定期間地方の農村で生活し、２つの

地域に生活拠点を持つ生活形態、いわゆる２地域

居住者の受け入れと冬期間における高齢者への共

同生活の提供を演題とした講演が行われ、その他

空き家バンクの活用や各種空き家対策に関する制

度等についての説明があったとの報告を受けてお

ります。 

 次に、人口減少問題についてご答弁申し上げま

す。ご質問にありますように中心商店街の現状に

つきましては、食堂や小売商店の廃業、さらには

生命保険会社の事業所撤退など議員おっしゃるよ

うな状況となっており、大変憂慮するところでご

ざいます。要因としては、後継者がいないことや

域内消費人口の減少、消費スタイルの変化による

購買力の流れの変化、さらには景気低迷等の影響

による売り上げの減少など、さまざまな要因が複

合的にあるものと考えております。 

 また、議員ご質問のとおり、地方交付税の算定

に当たっては、その要素の一つとして５年ごとに

実施される国勢調査の人口を使用いたします。人
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口減少の地方交付税への影響につきましては、基

準財政需要額と基準財政収入額の両方に関係する

ことが想定され、町財政に大きな影響があるもの

と認識しております。町財政の安定的な運営を図

るためにも国のまち・ひと・しごと創生総合戦略

を踏まえながら、平成27年度中に余市町としての

地方版総合戦略を策定し、人口減少を少しでも食

いとめるための施策を推進してまいりますので、

ご理解をお願いいたします。 

〇９番（彫谷吉英君） 答弁どうもありがとうご

ざいました。それではまず、１番目の件について

質問させていただきます。 

 北後志定住自立圏の立場や生活路線確保の立場

からもやむを得ない措置と思うのですが、問題な

のは今の算定方式を変えることによって地元自治

体負担をせざるを得なくなるという疑問を感じて

おります。要するに国や道が全額負担すべきと考

えていますけれども、前には全額負担していると

思いますけれども、その部分の見通しについては

いかがでしょうか。 

 もう一つの疑問は、負担割合が人口の多い小樽

市が一番負担が少なく、人口の少ない積丹が一番

負担金が多いと。この比率というのは誰が決めた

のか。人口比率に変更できないものかお尋ねいた

します。 

 27年度においては、これも確定していると思い

ますけれども、小樽市が13％、45万4,000円、余市

町23％、83万1,000円、古平町29％、106万5,000円、

積丹町35％、126万4,000円と、27年の予想ではこ

うなっておるのですけれども、この辺はちょっと

差があるのですけれども。 

 次に、観光経済波及効果調査について。小樽商

科大学の連携のもとにやっているということです

が、町としてもこういった調査の必要性があると

いうことであれば、町としても独自の調査も必要

でないかと思います。町として当然予算もかかる

と思いますけれども、補助金を切り詰めてでもぜ

ひそういったしっかりとした調査を次の将来的な

余市のビジョンのためにもやっていくべきと思い

ます。これではちょっと人任せの感がありますの

で、これは町独自の調査が必要でないかと。その

辺の考え方をまたお聞きしたいと思います。 

 次に、活力ある商店街づくりの推進についてと

しては、いろいろな業種も使われているというこ

とですけれども、商店街の活力ある推進というこ

とに絞って言えば、商店街づくりの支援として空

き家対策だけでなく、もっと幅を広げた補助制度

にすべきと考えます。例えばにぎわう商店街づく

り支援事業とかいうことで中心商店街、中心市街

地のにぎわい創出ですとか魅力向上などの事業、

新規性のあるものとか既存の事業の内容の拡大、

あるいは発展させるものについても支援というふ

うに商店街が全体で活発になるような支援にすべ

きと思います。また、このにぎわう商店街づくり

という幅広い助成金になった場合には、今商店街

単独でチラシを入れているわけですけれども、売

り上げが落ちてきた今日費用的に難しくなってき

ております。そこで、この事業を活用して、カラ

ー刷りなりのデザインされたものや工夫されたも

のをつくることができると思います。さまざまな

この助成金によって取り組みができるということ

で、商店街の皆さんには大変貴重な助成事業費に

なるのではないかと思います。 

 次に、空き家対策については、目視しているの

が500軒ということですが、こういう中で具体的に

今後空き家がふえる、または解体する等の毎年こ

ういうことが起きると思いますが、空き家台帳を

つくる方向でいるのかどうか。また、その空き家

台帳においても、また空き家の所有者が判明して

いるのは何軒あるのか。 

 それと、空き家対策セミナーでも言われており

ます市街地の空き家を活用した農山村への住みか

えの政策にどうこれから生かしていくのかお聞き

します。 
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 今空き家条例を制定している市なり、町なりは

ありますけれども、これらについて把握している

のでしょうか。また、余市で空き家台帳、また条

例をする場合に運用についてどういうような問題

があるのか、以上をお聞きしたいと思います。 

 人口減少については、さきの一般質問で藤野議

員が質問されていますので、私としては、人口減

少問題については町長も最重要政策に挙げている

と思いますが、２期目の町政に当たってはもう少

し具体的政策をお聞かせください。 

 それと、今の取り組み方としては、民間の方な

どを委員とする余市町人口対策会議等を設置して

議論を進めたほうがいいのではないかと思います

が、これについての見解をお聞きします。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員からの再

度のご質問に答弁させていただきます。 

 まず、後志地域生活確保対策事業補助金の部分

のご質問でございます。これは、制度が変わって、

今まで従来実績方式、例えば１億円の事業費があ

ったと。そして、バス代として5,000万円かかりま

すよと、そしたら5,000万円の赤字出ますよと。そ

したら、それに対する補助が出てきていたと。で

すから、プラ・マイ・ゼロになったと。今回は改

定になりまして事前内定方式、これは前年度の実

績によって算定すると。１億円の事業費かかりま

した。5,000万円が売り上げ、バス料金としてあり

ました。5,000万円の赤字ですとなったら、今年度

そうなったら来年も5,000万円でやってください

と、国、道からの補助金は。ですけれども、年々

減っていきますから、利用者、人口減少等の部分

で。そしたら、5,000万円もらっても赤字は5,500万

円だったと。そしたら、500万円。前であれば

5,500万円赤字だったら5,500万円が国、道から出

てきたのですけれども、5,000万円の補助金、そし

て5,500万円の赤字と。そしたら、その500万円に

ついては、関係市町村で見てくださいというよう

な改正がなされました。そういった中で、平成25年

度からこの補助が開始されております。これは、

もちろんもう一度戻して全額赤字の部分も国、道

で見てくださいという形の中では申し上げます

が、今変わったばかりで、なかなかそういった部

分も難しいのかなと思っております。 

 それと、負担割合のご質問もございました。小

樽が人口が多いのに少なくて、そして積丹がなぜ

多いのだというご質問でございました。これは路

線の延長、例えば小樽の方というのは行く方とい

うのは観光だとかそういう関係で少ないと思いま

す、まず１つとしては。一番多いのは、だから積

丹、古平の方が一番乗降客が多い。そこは路線の

延長の距離、それと利用者、誰が一番利用するの

かと。それと、依存度です。だから、利用者と依

存度という部分、同意語になりますけれども、誰

が一番このバスに、１日100人乗っているのであれ

ば積丹の方なり、古平の方が一番多いのです。小

樽の方、人口十何万いますけれども、積丹線に乗

るという方は一番少ないのです。そういった中で

この部分を算定をさせていただいております。こ

れは、議員ご存じのとおり、平成26年度の当初予

算にも計上させて、予算書にも載っております。 

 それと次に、経済波及効果の部分、確かにおっ

しゃるとおり、この部分私も今までいろいろなイ

ベントをやってきておりましたが、この経済波及

効果というのはなかなか今まで算定されてきてお

りませんでした。イベントやって何人が来ました

よと、それは当然の話なのですけれども、そこま

ではありましたけれども、経済波及効果がどうだ

ったのかという部分の今まではまずなかったとい

うふうに思っております。 

 そして、そういった中で「マッサン」応援推進

協議会を設置して、私のところにも小樽商大の先

生が教授含めて数人の方が来られまして、何とか

町外なのだけれども、小樽商大もこの推進協議会

に入れてくださいという形で私のところにも来ま
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して、そのとき私開口一番申し上げたのは、もち

ろん隣町ですから入るのはやぶさかではありませ

んと。しかし、１つお願いありますと。専門でご

ざいますから、小樽商大のビジネススクールでご

ざいますので、この経済波及効果、何とか学者さ

んの専門的な立場からこの部分も「マッサン」の

部分お願いしたいというお願いした経過がござい

ます。そういった中で、先ほど答弁申し上げまし

たが、今はまだ完全なものにはなってございませ

んので、今後きちんとしたものができ次第所管課

等を含めて議会にももちろん報告いたしますが、

３月２日の月曜日に９時半から11時半までそのプ

ロジェクトの勉強会という中で概算の部分は私ど

もも概数としては聞いてございますが、まだ確定

値でないという形で、公式な場面でお示しするこ

とはできませんが、決定次第議会にももちろん報

告もしたいと思っております。 

 そういった中では、このノウハウを今回いろい

ろな中で教えてもいただきましたので、今後庁舎

内等を含めて、ご提言ございました補助金等のあ

るという部分もございますので、そういった中で

これからは独自にできる部分は当然ノウハウをい

ただいた中で独自に経済波及効果等の部分につい

てもやっていかなければならないと。これは人任

せというのではなくて、専門家にお願いしたと。

これも無料でございますし、そういった中でお願

いしているという部分でございます。 

 それと、空き店舗の部分のご質問ございました。

これも平成23年度から、これはいろいろな議会の

議論等もございまして、何とか空き店舗対策すべ

きだという中での議論もいただきまして、私就任

後の中で300万円という形の中での空き店舗対策

補助金という形でつけていただきました。当初こ

れは賃借と改装という部分だけで、平成23年度は

２件、65万何がし、そして24年度は建築も含めて

という形で、これは件数も６件の367万5,000円、

25年度が４件、122万3,000円、そして26年度は４

件の89万2,500円という形でやってございまして、

先ほど答弁いたしましたが、27年度につきまして

はまたチャレンジショップということで短期間の

部分もという形で間口を広げていきたいというふ

うに思っているところでございます。しかし、こ

の空き店舗補助金にしましてもこれで完全に空き

店舗の解消になったかと言われればまだまだなっ

ていない部分もございますし、これからまた制度

の変更等いろいろなご提言をいただきながら、そ

ういった部分も制度の拡充をしていかなければな

らないというふうに思っているところでございま

す。 

 それと、商店街活性化対策事業補助金というこ

とで、これも300万円継続してつけてございます。

これは、年末の大売り出し等の部分の事業に商店

街連合会のほうでやっているという形で、売り上

げに結びついているという部分もございます。そ

ういった中で、にぎわい支援事業、これらもいろ

いろやっているところでございます。こういった

中にもやはりしっかりと連携をとりながら、今何

が必要なのかという部分も検討していかなければ

ならないという部分もございますが、これは行政

だけでやるのではなくて、私どもも空き店舗対策

にしても議会等の議論を踏まえた中で、いろいろ

な要望等を踏まえてつけさせていただきました。

もう少しこのあたりも商店街独自にこういうもの

をやりたいと、商工会議所になるのか、商店街連

合会になるのか、そういった中からもう少しいろ

いろな提案もいただきたいというふうにも思って

おります。我々も現場に出ているつもりでござい

ますが、まだまだ承知していない部分もございま

すので、そういった中で今商店街として何をやり

たいと、そのために町としてどういうことをして

いただきたいと、これは全て何でも申し入れがあ

ったからできるという部分ではございませんが、

そういった中で緩急をつけながら、優先度をはか

りながらやっていかなければならないというふう
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に思っております。 

 それと、チラシ等の部分につきましては、これ

は個々の商店街の部分でございますので、一気に

この部分まで町が行政として事業でできるのかと

いう部分は、いろいろ不確定要素が強いのかなと。

今私のほうはご提言いただいた、まだ検討等もし

てございませんが、そういった私の思いもあると

いう部分でございます。 

 それと、空き家の部分、これにつきましては目

視で今やっております。まだ国のほうから一部施

行という形で、５月に完全施行という形になって、

そこで今危険な廃屋とか家屋とかの空き家という

部分のお話もさせていただきましたが、危険とい

うのはどこまでいったら危険だと、そのあたりの

基準を含めて、本施行に含めて国のほうで今作業

中でございまして、まだ示されておりません。ど

こまでいったら危険なのだ、危険の基準は何なの

だという部分も示されてございません。しかし、

それが示されて、５月の完全施行という中でそこ

からやるというのではなくて、実際問題私どもと

いたしましては先ほどのような台帳、これはデー

タベース含めて、これらも含めて今作業をしてお

ります。そういった中で、この条例等の話もござ

いました。これは、先に条例つくった部分ありま

すけれども、今国の法律ができて、先につくった

ところは全部それ国に準拠していませんからやり

直しになると思います。これは、ですから先につ

くって悪かったという意味ではないのですけれど

も、条例もつくったところもございますけれども、

後で国の法律ができたという形で、私どもはこれ

は条例ではなくて基本計画と。例えば条例にして

も蘭越、ニセコ、黒松内、倶知安等ではつくって

いますが、それも今国の完全施行によりまして条

例化の部分もやり直しというか、つくり直しにな

るというふうに思ってございます。私どももそう

いった中でこれから条例ではなくて基本計画とい

う中でつくっていきたいと。そしてまた、今も作

業を進めております。それが流れですけれども、

完全施行、５月に国からいろいろな部分も示され

て、加味しなければなりませんので、来年度にな

るか、ちょっとずれ込むかもわかりませんけれど

も、そういった作業を今進めているということで

ご理解をいただきたいというふうに思っておりま

す。 

 それと、最後の人口減少問題対策、これにつき

ましては今ここで何を何をという部分は申し上げ

ることはできませんけれども、昨日来いろいろな

方々の一般質問等でも答弁させていただいており

ます。庁舎内に今検討会議、いろいろな中での検

討をしております。今までもいろいろな中で子育

ての部分、経済の部分、教育の部分と縦割りでは

やっていましたが、それを有機的に横の連携を持

ってという部分が少なからず欠けていた部分がご

ざいましたので、それらを横断的な部分を含めて

今やっております。そして、議員おっしゃるとお

り、これは庁舎内の議論だけで済むものではない

というふうに思っております。これは、町内の金

融機関等を含めていろいろな分野の方からお話を

いただきながら、ご提言をいただきながら今後進

めていきたいと、このように思っているところで

ございます。 

〇９番（彫谷吉英君） なかなか明快な回答があ

りまして、３番目の質問も簡単にしていきます。 

 まず、活力ある商店街づくりの空き店舗対策の

300万円というのは、空き店舗対策というと非常に

語呂もいいのですけれども、私が質問しているの

はチラシ対策事業費、にぎわい商店事業費で、そ

ういう意味でなくて、要するに予算的にこの300万

円を町長言われたように商工会議所で、商店連合

会等でこういうものをやりたいというのが出てく

るのが一番いいのです。だから、そういう拡大解

釈して、極端な話は300万円やるから、これで商店

街でアイデア出してくれと。極端な話はこういう

ことなのですけれども、この300万円がもう少し自
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由度を持たせた助成金にしてもらえば、先ほどか

ら言ったようなにぎわう商店街づくりの支援につ

ながるのでないかと。個々の補助金を出してくれ

というのではなくて、それを土台にしていろいろ

それこそ連携して、どういう内容にするかを会議

所、商店連合会等にお任せして、その中で有効に、

各商店の個々が組合というか、商店街組織で使え

ると。空き店舗の対策の場合は、どちらかという

と今の状態だと入居する人に対する助成金につな

がると、そういうことですので、空き店舗の持ち

主には影響ありますけれども、それ以外の商店街

のにぎわいとか、商店街としての個々の気持ちの

持ち方が違ってくるのでないかと、そういうこと

を今言っているわけです。このにぎわう商店街づ

くり支援事業というのは、要するに自由度を持っ

た予算にお願いしたいということです。 

 それから、空き家対策については、国の関係も

ありますけれども、早急にいずれにしてもこの基

本計画を余市町としても条例制定に向けてやられ

るのでないかと思いますけれども、これもいつま

でにつくるのか時期というか、期間をお聞きしま

す。いずれにしても、いち早く危険性回避するた

めにこの条例制定に向けて進んでいきたいと思い

ます。 

 空き家対策では、参考的には小樽市の空き家対

策が道新に載っていまして、市建設部内に複数の

専任職員を配置し、実態調査などを進める方針を

示したということで、市内の空き家を調査し、危

険、不良、良好などに分類するとした専任職員の

配置をするという取り組みが載っています。それ

で、基本計画が基本的には台帳をつくるとかそう

いうのは同じだと思いますので、国のあれができ

たときにはいち早く整合性がとれるのでないか

と、こういうふうに思いますので、条例に向けて

の再度考えをお聞きしたいと思います。 

 たくさん質問させていただきましたけれども、

人口減少問題については先ほど言ったように力強

い対策、あと余市町人口対策会議もこれから進め

るということですので、以上の質問で終わります。 

〇町長（嶋  保君） ９番、彫谷議員の再度の

ご質問に答弁をさせていただきます。 

 まず、商店街の関係の部分でございます。これ

は、空き店舗の300万円ともう一つ、活性化対策事

業の300万円と、これは別個のものでございます。

この空き店舗の部分は、そういった中でいろいろ

な議会等の議論の中で策定させていただいて、そ

して今だんだん、だんだん、空き店舗の完全解消

とはもちろんなってございませんが、使い勝手の

よい補助金ということにいろいろな皆様のご意見

等をいただきながら改善して、少しずつ効果も上

げてきているところでございます。それと、もう

一方、いろいろなにぎわい対策の部分については、

これは空き店舗対策の300万円ではなくて、活性化

対策事業の300万円だというふうに思っています。

これは、上野町政時代に始まった部分でございま

して、いろいろな部分の中で商店街連合会等で何

をやりたいのだという形の中で大売り出しという

部分のことで、そういった中でそれを継続して予

算措置をさせていただいているという部分でござ

います。 

 そしてまた、自由度のあるという部分、先ほど

も答弁させていただきましたが、300万円補助金出

すからそこを自由にというふうにはなかなか、こ

の補助金の性質等もございます。ですから、申し

上げたように商店街連合会として、例えば商工会

議所として何をやりたい、こういうのをやりたい、

町としてこういう形で何か援助はないですかと

か、そういう部分のお話し合いをさせていただき

ながら、今後商店街のにぎわいをつくっていかな

ければならないというふうに思ってございます。 

 それと、２点目の空き家の関係の部分でござい

ます。これは、私ちょっと答弁の仕方が悪かった

と思いますが、本町としては条例はつくりません。

これは、当初は先に条例つくったときは、国の法
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律がない場合は条例がなければだめだったという

ことでございまして、今国の法律ができた中では

基本計画を持てばいいという形でございまして、

余市町として条例策定というふうな考えは持って

ございません。当然基本計画の策定に当たっても、

それは所管委員会、議会等にご相談、またいろい

ろな中でのご協議は当然申し上げるところではご

ざいますが、条例ではなくて基本計画をつくると

いう部分でございます。 

 それと、これにつきましては、５月に国の完全

施行という形になりますので、その段階でいろい

ろな細部についての事項が国のほうから示される

という部分でございます。しかし、そういった中

でも作業中の中でも融雪期等を含めて危険な家屋

なり、事故等もございますので、それは基本計画

の策定は策定としてスピードアップをしながら急

いでつくっていきますが、その安全対策につきま

しては、その基本計画の部分はなくてもそれは別

個なものとして安全対策に当たっていかなければ

ならないというのは当然のことだというふうに思

ってございますので、ご理解のほどをお願いした

いというふうに存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 彫谷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４４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。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位９番、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） 第１回定例会におきまし

て３件の質問を理事者に出しておりますので、答

弁のほどよろしくお願いいたします。 

 件名１、農業振興協議会について。本町におけ

る農業施策の展開にかかわる指導的な役割を担っ

ている農業振興協議会について次の事項をお伺い

いたします。 

 現在主にどのような案件、事案について協議検

討なされているか。 

 ２番目、りんごのほっぺについて、現在は原料

となるリンゴが不足して、余市町以外の産地より

仕入れしている状況にあると聞き及んでいます

が、町花、町木となっているリンゴの作付面積の

減少について何らかの検討はなされているのか。 

 ２番目、ふるさと納税について。ふるさとの活

性化に貢献したいという方々の思いを寄附という

形で具現化するため平成20年５月スタートしたふ

るさと納税制度でありますが、昨今は当初の趣旨

から性格を変え、カタログギフトのような形で各

自治体が競い合うというような状況となっており

ます。道内では十勝管内の上士幌町が全国第３位

となる約９億円の収入があったと新聞報道もなさ

れているところであります。そのような中で、本

町はこのふるさと納税制度を今後どのように活用

していこうとしているのかお伺いいたします。 

 ３番目、地方創生についてです。昨年11月、ま

ち・ひと・しごと創生法案及び地域再生法の一部

を改正する法律案の地方創生関連２法案が可決成

立いたしました。そのうち地域再生法の一部を改

正する法律案については、活性化に取り組む地方

自治体を国が一体的に支援する内容となっており

ます。昨年７月、内閣官房にまち・ひと・しごと

創生本部設立準備室が発足し、安倍首相も地方創

生を内閣の最重要課題と位置づけることの発言を

各所で繰り返してきましたが、この間余市町とし

てどのように検討を進め、今後どのような施策を

展開しようとしているのかお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇町長（嶋  保君） ５番、溝口議員からのご

質問にお答えをいたします。 

 １点目の余市町農業振興協議会についてです
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が、余市町農業振興協議会は昭和60年に本町にお

ける農業振興に関する事項について協議し、推進

を図ることを目的に設立された協議会でございま

す。ご質問の現在主にどのような案件、事案につ

いて協議検討がなされているかについてでござい

ますが、農業経営改善計画の認定状況、農業振興

地域整備計画の除外申請、人・農地プラン、経営

体育成支援事業などについてご協議をいただいて

いるところでございます。 

 ２点目のリンゴの作付面積の減少についてです

が、その原因としては生産者の高齢化による栽培

面積の減少が挙げられますが、担い手と期待され

る新規就農者にあっては、最近は醸造用ブドウを

志向する方が多く、栽培技術習得には時間が必要

な果樹栽培、特にリンゴ栽培への参入者がここ数

年いないという実態にあります。ご指摘のとおり、

リンゴは本町を代表する産品の一つであり、作付

面積を減少させず、またりんごのほっぺの原材料

確保のため関係機関と連携した取り組みを図って

まいりたいと考えてございます。 

 次に、ご質問の２点目、ふるさと納税について

でございますが、ご案内のとおり、ふるさと納税

制度は自分の生まれ育ったふるさとや応援したい

自治体などに寄附を行いますと、寄附金のうち一

定の上限まで個人住民税が減額になる制度で、平

成20年４月30日、地方税法の一部を改正する法律

の施行により運用が始まったものでございます。

本町においては、ふるさと納税制度の受け皿とし

て、平成20年９月に余市町の未来を担う人づくり

寄附条例の制定とあわせて余市町の未来を担う人

づくり基金を設置し、基金運用により青少年のス

ポーツ活動事業、地域間交流事業、文化活動事業、

国際交流事業など条例の趣旨に沿った事業を実施

してきたところでございます。 

 余市町の未来を担う人づくり寄附条例に係る寄

附の経過といたしましては、制度が始まった平成

20年度から25年度まで49件、620万9,288円、この

うち余市町外からは18件、190万9,000円のご寄附

をいただいておりますが、本年度から寄附者に対

し本町の各種特産品の贈呈を行ったところ平成

26年度中の実績といたしまして114件、424万

8,000円、このうち余市町外からは110件、271万

8,000円の寄附申し込みをいただき、補正計上した

ところでございます。 

 こうした経過を受け、今後につきましてはふる

さと納税制度の趣旨を踏まえるとともに、広く全

国に向けてインターネットの活用やふるさと納税

を紹介する雑誌などへの記事掲載などを通し、東

京余市会などゆかりの方々はもとより町外の方々

に余市町の魅力を知っていただき、さらには特産

品をＰＲする機会として制度活用を図ってまいり

たいと存じます。 

 また、ご寄附により実施する事業につきまして

は、青少年のための教育活動や青少年の余市町定

住を促進するための事業など制度の拡充を図るべ

く、本定例会に余市町の未来を担う人づくり寄附

条例の一部を改正する条例案をご提案申し上げて

おりますので、ご理解をお願い申し上げます。 

 次に、ご質問の３点目、地方創生についてでご

ざいます。人口減少問題への対応が国、地方を挙

げての課題となっている中、政府においてはまち

・ひと・しごと創生本部を設置し、各種の制度設

計を行ってきているところでございます。昨年

12月にはまち・ひと・しごと創生長期ビジョン及

びまち・ひと・しごと創生総合戦略が閣議決定さ

れ、都道府県や市町村につきましても努力義務と

して平成27年度中に地方版のまち・ひと・しごと

創生総合戦略を策定するよう求められているとこ

ろでございます。本町におきましては、昨年11月、

人口減少問題の対応策について検討を進めるた

め、余市町人口減少対策検討会議を設置いたしま

した。今後実務担当者も含めた全庁的な体制の中

で、地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略の策

定を取り進めてまいります。 
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 総合戦略に盛り込む具体的な施策につきまして

は、第４次余市町総合計画において位置づけた町

政全般にわたる施策を基本とした上で、国が総合

戦略の中で示した地方における安定した雇用を創

出する、地方への新しい人の流れをつくる、若い

世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる、時

代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守ると

ともに地域と地域を連携するの４つの施策を踏ま

え策定してまいります。さらには、人口減少に歯

どめをかけていくことが本町にとって最重要課題

であることを認識し、基幹産業の振興、雇用の場

の拡大などの経済政策はもとより、民生、教育な

ど町政全般にわたる施策について全庁的な検討や

町内関係団体や研究機関等との協議を進め、町民

の皆様からのご意見、ご提言もいただきながら、

地方版総合戦略を策定してまいりますので、ご理

解をお願いいたします。 

〇５番（溝口賢誇君） 最初の農業振興協議会の

ほうから質問させていただきます。 

 この農業振興協議会、昭和60年からということ

で、この協議会が設立されて長くたっています。

前にも私がこのことで質問したことがあります。

農業振興協議会は、農業に特化した余市町の主な

るメンバーがメーンとなった協議会だと思いま

す。これは、町が指導的な立場でやっていかなけ

ればだめだなという、そういうことから私は質問

しています。きのうの前議員の質問の中で、短期

的なことは今やっているけれども、長期的なこと

はまだやっていないというような答弁もなされて

いた中で、今後に向けた町の取り組みとして力を

入れてもらいたいというのが一つ頭の中にありま

すので、それには町長みずから出てやっていると

思うのですけれども、余市の農協の組合長、また

農業委員会の会長、それから産業常任委員会の委

員長、普及所、土地改良区、議長も入った中の余

市をトップとした協議会だと思うのです。その中

で、農業をどうするかという中において、農業に

携わっているけれども、どうするという中身まで

入っていける人というのはなかなかいないと思う

のです。まず、先頭に立つのは、やっぱりここは

農協の組合長だと思うのです。そこがどういう農

業形態にするかとか、農業というその意思がその

会議の中で議題として上がって、それを皆さんが

討論してどういうということが筋だと思うので

す。それを引き出すのが町長だと思うのです。そ

ういうことから、今後ともこの協議会が年に１回、

今まで長年やったけれども、聞いても年に１回の

協議会というのはやっぱり農業振興、何か目的を

見出した中の年に１回ならいいけれども、ことし

のとか、未来に向けた話をするに当たって、余市

の農業をどうするかというのはやっぱりトップが

集まって、その中でやっていくべきだと思うので

す。これが一番町民参加のまちづくりという中で、

農業という基盤を機にした町長が言う町民参加の

まちづくり、農業振興に当たってはここが一番の

メーンになるべきだと思っておりますので、今後

ともそこはそういう立場を、立場というか、将来

構想を含めた中の農業構造を考えた施策を引き出

してもらいたいと。 

 次に、りんごのほっぺですけれども、これ先ほ

ど私が読み上げた中で余市のリンゴが減って、ほ

っぺの原料となる材料も余市町のものでは足りな

くなって、町外のものを仕入れたという話もして

いますけれども、これリンゴをつくれという話で

はないのです。農家個々がなぜこれだけ減ったか

といったら、間に合わないから減っていっている

のです。だけれども、このリンゴをつくれでなく

て、ほっぺをどうするかということなのです。こ

れは、余市の産品として全国に知れ渡っている品

だと思うのです。それを今まで拡大して売れたも

のが縮小になっているという事態がもともとそこ

で感じなかったらだめだということなのです。だ

から、どうすればいいかということなのです。 

 今余市のリンゴつくっている戸数が63戸だった
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かな、そのぐらいあるのですけれども、何反ぐら

いしかつくっていない人も含んだ63だけれども、

今指折った中で30人かそこらしかもうリンゴの生

業でもない、それで30人でも。20人ぐらいならリ

ンゴのほうが多いとか、あとは10人は半々だとか

３分の１とか、そういう人数になってきているの

です。だから、今後どうなっていくのだといった

ら、ここの中でも減っていくと思います。リンゴ

を本当に好きでつくっている人はいるかわからな

いけれども。その中で、このほっぺは残してもら

いたいと。余市の産品として残してもらいたいと

いう思いから、これは買い上げ制度、今までは豊

作で物が安くなったらほっぺのジュースに出てく

る、災害あって落ちたから出てくると、その年に

よって量が変動があるというのが今までのほっぺ

の原料ということなのです。これを一定量確保す

るには、これは契約栽培してもらわないとだめ。

契約栽培というのは、専用種、リンゴジュースの

専用種をつくってもらうと。面積を何ぼでもつく

ってもいいですよではだめだ。最高５反なら５反

と決めた中の単価を買い上げをきちんと最初から

打ち出してつくってもらう。そうすれば今後リン

ゴつくっている人の協力を得た中の契約栽培で専

用種をつくって、そしてそれは専用種だから、今

までのほっぺと違ってまた付加価値が上がるから

値段も高くなっても売れると。私はこれ農協にも

言っているのです。だけれども、これはそういう

ことで町が今農業振興協議会の中でどうするかと

いうことに対しては、こういうこともあってしか

るべきでないかという提案を後押しをしてもらい

たいと、そういう思いで今質問しております。 

 次に、ふるさと納税のほうに。ふるさと納税は、

総務常任委員会の中で私も質問している中で再度

質問という形になるかわからないけれども、二重

に聞こえるかわからないけれども、私の考えとし

て聞いてもらいたいと。 

 まずは、先ほど町長が答弁したように都会との

格差、農村との格差をどうするかということでふ

るさと納税と。もともとは地方が育てた子供が都

会に出て、そっちで税金払うのがちょっと不公平

があるので、ふるさと納税という制度が一端を担

っていると思うのです、それが全部とは言いませ

んけれども。その分ふるさと納税で納めてくれた

方が地元にということが今はふるさと納税が変わ

ってきて、自分のふるさとでない人でもどこでも

返納品というか、返礼品というか、特産品をホー

ムページの中に上げて、誰でもその地方とかに寄

附できるというような形になっています。その中

で、今総務省のほうでその返礼品に関しては自粛

してくださいよというふうな取り組みで各町村に

来ていると思うのです。だけれども、やめなさい

よとは言っていない。だから、それは余市町とし

て今後どのようなＰＲして、先ほどホームページ

にも上げて、ほかのところにもＰＲしていきます

というような中で余市も返礼品を返していると思

うのですけれども、その中で余市町のホームペー

ジの中で、今Ａ、Ｂ、Ｃと上がっているホームペ

ージの中でほっぺ１つが、あと全部、だめだとは

言わない。農産物はほっぺ１つなのです。余市の

ＰＲ、１次産業、だめだとは言っていないけれど

も、１次産業をＰＲしますよと町長が今答弁して

いるのだから、なぜこれ上がっていないのですか。

余市は一番よその地域よりあると思うのです、ホ

ームページに上げるのなら。春からずっと秋まで。

これは、たまたま送りやすいからこうやっている

のですか。だから、ホームページに上げるのだか

ら、この時期とこの時期と、イチゴから始まった

らサクランボ、果物もリンゴもブドウもあるでし

ょう。その時期のときにこの時期でよかったらど

うですかという、なぜこれほっぺだけなのですか。

その辺の答弁もひとつ願います。 

 それから、一番私が不審に思っているのがふる

さと納税というのは余市は未来を担う人づくり条

例のほうにそっちに使うということで、これは教
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育予算のほうで、返納品というか、謝礼するお金

を一般会計から出しているのです。そしたら、ふ

るさと納税をＰＲして多く納税してもらうという

のだったら、納税してもらうほど一般会計に穴が

あいてくるという矛盾があるのですけれども、そ

の辺はどのように考えているかお答え願います。 

 それと、先ほど町長が余市町外から110件と。ふ

るさと納税と寄附と町外とのどういうふうに分け

て、分けているというか、町内の人がふるさと納

税して、ふるさと納税という言葉は該当にならな

いかわからないけれども、同じ寄附行為になるの

でしょう、納税でも。後で税金の免除はあるけれ

ども。だから、余市の人が寄附行為した場合にそ

れはだめですよというふうな条例か何か１項目で

も入ってそういうふうにしているのですか。そう

いう法律になっているのですか、ここのふるさと

条例というのは。これは、ちょっと調べたら自分

の町に寄附してもやっているところも少ないけれ

ども、あるのだ。 

 それから、納税してもらったら積み立てしてい

るでしょう、未来を担うに。寄附された方に対価

として与えたものの、相手に送ったものの支出の

分でふるさと納税のどこを見ても出した分のどう

いうふうにという条例も何もないのだけれども、

どこでどういうふうな形をとられてこういうふう

になっているのだろう。これは、一般会計から出

しているのだけれども、それはどこの部分でどう

いうふうに。これ条例なくてもいいのか、よくな

いのか、そこも答弁願います。 

 それと、今度まち・ひと・しごと創生総合戦略

の中で、町長はことしじゅうにつくって、その事

業をやりますと、つくり上げますと言っておりま

すけれども、これはもともと先ほど読み上げたよ

うに早くに地方創生に関しては余市がどこを主と

した地方創生というか、国で言っている地方創生

の中の人口を移住してとか、企業を誘致して活性

化に結びつけるとかといろいろあるのですけれど

も、余市町はそういう形の中で考えておられるの

か。企業誘致でも人口どういうふうに引っ張るの

かと。なかなか難しいと思うのです。その中で、

余市は余市の生きていく道はもう大体決まってし

まっていると思う。新たな考えあれば別だ、町長

が。そこを今取り組む中で、地方間で今競争で、

早い者勝ちと言ったらちょっと語弊あるかわから

ないけれども、いかにいいアイデアを出して、国

の支援をもらって余市町を活性化するという取り

組みを打ち出さなかったらだめだと思っているの

ですけれども、これからつくり上げるというのだ

からこれからだと思うのですけれども、それをも

っと早く、早くと言ったらあれだけれども、先ほ

ど言ったけれども、ちょっとぴんとこないのです

けれども、町長の答弁の中で地方創生に当たって

やる事業が。その辺もうちょっと詳しく、これは

将来に向けた余市の夢なのです。今が一番のチャ

ンスだと思うので、そこを今つくり上げるという

のをそこではい、そうですかと、それで済むかわ

からないけれども、そこをはっきりとした中身を

再度町長の夢、どういう町にしたいという、そこ

をお願いします。 

〇議長（中井寿夫君） 答弁調整のため暫時休憩

します。 

休憩 午後 １時３２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。 

 ５番、溝口議員への答弁を求めます。 

〇町長（嶋  保君） 答弁調整のため貴重なお

時間をいただきましてありがとうございました。

５番、溝口議員の再度のご質問に答弁を申し上げ

ます。 

 まず、農業振興協議会の関係でございます。ご

質問のとおり、開催が年に１回という形になって

ございまして、これらにつきましては昨日も答弁
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いたしてございますが、この１次産業、農業等の

部分、短期的な部分と中長期的な部分、こういっ

たビジョンもしっかりと示さなければならないと

いう部分もございます。先日も農業振興協議会開

催をさせていただきまして、私も出席いたしまし

た。そのときには案件が決まった中でのそこでの

協議もしていただいておりましたが、提出案件の

報告なり、その議案だけではなくて、長期的な部

分、今後どうするのだという部分をＪＡ、さらに

は土地改良区、普及センター等々、そして議会か

らも産建の委員長にも出席していただいてござい

ますので、そういった中で余市町の農業の中長期

的なビジョン等も話し合っていかなければならな

いというふうに思ってございます。これらにつき

ましては、新年度早速そのような部分を考慮しな

がら、この農業振興協議会をしっかりと活用しな

ければならないというふうに思っているところで

ございます。 

 それと、リンゴの部分でございます。ほっぺの

原料、本来500トンくらいが欲しくて、そして35万

本から36万本の生産を希望しているというふうに

伺ってございます。しかし、今年ですか、400トン

ほどしかなかったという部分、非常にリンゴ自体

の生産が減少していると。これは、議員おっしゃ

ったようにリンゴの需要等を含めて、そういった

中で価格等を含めてリンゴ専業農家がやはり少な

くなってきているという部分もございます。そう

いった中で、私どももこのりんごのほっぺ、当初

新農業構造改善事業で工場を建てた。私が農業委

員に行ったのはその後でございましたが、当初は

非常に農家からもこんなことやってどうするのだ

というような形で、こんなのすぐ潰れてしまうぞ

というような話もございましたが、非常にりんご

のほっぺにつきましてはロングセラーになって、

今贈り物等を含めて余市の特産品の一つになって

いるというふうに思ってございます。 

 ご提言ございまして、これは余市町がやってい

くというよりも農協をいかにこういう形の中での

指導をしていくかという部分でございます。そう

いった中でも町が音頭をとって、このりんごのほ

っぺの原料確保という部分につきまして取り組ん

でいかなければならないというふうに思ってござ

いますし、私はもう一歩それとリンゴの作付、議

員はそこは経営の中だから縮小するのはとおっし

ゃいましたが、私はやはり町の成り立ちからいっ

てこのリンゴという部分に対する思いもございま

すので、そういった中でもほっぺの原料はもちろ

んのこと何とか余市の中でのリンゴという部分を

残すためにはどうしていくかという部分につきま

して農協等と、また関係機関としっかりと協議し

ながら進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 それと、ふるさと納税の部分でございます。こ

れは、今回もご存じのとおり議案も提案させてい

ただいておりますので、またその中での答弁も、

若干いろいろ答弁がしにくい部分というか、その

あたりもあります。まず、農産物の部分です。こ

れにつきましては、以前にもご質問等もいただい

ております。これは、当初決めるときにＪＡなり、

加工協、または振興公社とお話もさせていただい

ております。そういった中で、今回はほっぺとい

う形でなってございます。これは、おっしゃると

おり多分いろいろな返品等、生ものに対するとか

そういう中での部分があったというふうに思って

ございます。しかし、全体的な部分を見ますと生

ものやっているところもございますので、そうい

った中では今後の検討課題とさせていただきたい

というふうに思っております。 

 それと、２番目の財源の問題の部分、確かに寄

附もらって、それは基金としてなっていく。そし

て、教育的な部分に限られた中での部分でござい

ます。今はまだ１件平均5,675円程度です、返礼品

といいますか、その部分。そして、件数掛けたの

が50万円弱という形になってございますので、ま
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だそれほど財政的に圧迫という部分はないとは思

っておりますが、そういった中では今後件数がふ

えていったら片や基金と、総体的なお金としては

あれなのですけれども、単年度の一般財源という

部分ではそちらがどんどん、どんどん出ていくと

いう形になるというのはご指摘のとおりでござい

ます。そしてまた、この支出、これは総務費の企

画費から支出をいたしてございます。 

 そしてまた、記念品の内容につきましては、こ

れは要綱を定めてございまして、その中で金額に

応じたコースを要綱として持っておりまして、そ

してそこに希望する、１万円でも例えば加工品な

り、ほっぺなり、ウイスキーという部分ございま

して、そういった要綱を定めて、金額に応じたコ

ースを設定してございます。 

 それと、最後の寄附金、町内、町外という部分

のご質問もございました。まず、寄附金控除とし

ては、私がふるさと納税として仁木に納めても、

余市町に、私は寄附はできませんけれども、個人

として寄附したとして、余市町に寄附を納めたと

しても寄附金控除としては仁木に納めた例えば１

万円の分と、そして余市町に寄附した１万円の分、

それは両方寄附金控除は当然受けられます。です

けれども、この返礼品の部分、これは私どもの要

綱の中では町内の方が余市町に寄附をしてもこの

返礼品等は受けられないという、町外の方のみが

返礼品という形の中での定め方をしております。

町外から１万円以上を寄附した方に対して返礼品

という形。ですから、ちょっと私の聞いたのがあ

れなのですけれども、議員おっしゃったのが町内

の方に対して返礼品はないのかというふうな部分

でございますが、私どもは要綱としては町内の人

間が余市町に寄附しても返礼品というのはないと

いう形になってございます。他町村の例等もそれ

は研究してございませんが、そのあたりも調べて

はみたいと思いますけれども、本来的には町外の

方に対する返礼品という形で運用をしているとこ

ろでございます。 

 それと、地方創生の部分でございます。これに

つきましては、いろいろな方からも今回一般質問

やら、いろいろなご質問等もいただいております。

27年度中にこの地方版の総合戦略を策定したいと

いう部分でございます。これにつきましても私ど

ももいろいろな手法の中で国から来てからではな

くてその前段で情報収集を国に対し、または国会

議員に対する、道会議員に対するという部分でい

ろいろな部分で先に情報を入手して、動けるとこ

ろは動いている部分でございます。そういった中

で、27年度中に地方版の総合戦略を策定したいと

いうふうに思ってございます。 

 それで、その中でどのような方向なのかと。こ

の部分まちづくりの部分のご質問もございまし

た。これは、漠然とする部分でございますが、ま

ず私は１次産業の振興と。そして、これをやるこ

とによって町内経済に行き渡ると。そしたら、１

次産業何なのだと、何をやるのだと。１つは、も

ちろん基盤整備という部分ございます。そこをや

って、それとあとはそこをいかに物流なり、観光

につなげていくかと。これは説明等は申しません

が、１次産業の基盤整備、そしてその部分の物流

なり、観光にいかにつなげていくかというのは、

私はそこから大きな経済活動が活発化するだろう

というふうに思っているところでございまして、

漠然とした答弁で申しわけございませんが、そう

いった考え方でございますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

〇５番（溝口賢誇君） 農業振興協議会のほうか

ら。これは、先ほども言ったように町が指導的な

立場だから、今後もそれは指導的な立場で皆さん

の各委員の話を聞いて、指導してくださいよとい

う話でありまして、そこを担当課でなくて、町長

が出ているのだから、担当課は事務担当でやって

いるだけで、町長こういう町どうなのだと。土地

改良区といったって、今基盤整備と町長言うけれ
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ども、基盤整備に当たって余市はそしたら土地改

良区の中でできるのかいという話になるのだ、基

盤整備といったって。余市は水しかできないでし

ょう、土地改良区の中で。言葉だけでそうやって

遊んだってだめなのだ。だから、観光は観光でも

いいのです。揚げ足とるようだけれども、だから

これはやってくださいよという形で、この中に農

業委員会、土地改良区も入っているのだから、そ

したら余市の土地改良区はこれでいいのですかと

いう話からなるかもわからないでしょう。余市の

農地はそしたらこの農地でいいのですか。１種専

用農地どういうふうな区割りしますかと、各担当

あるのだから。分野、分野で出ているのだから。

そこなのだ、だから。 

 次に、私は今農業のことを言っているけれども、

余市の１次産業といったら水産も入るのだけれど

も、そしたら水産は農業振興協議会の中では全然

関係ない話だけれども、１次産業として活性化す

るに当たって水産は今後どういう形の余市町の指

導をするか、漁民、漁協並びにそういう中で余市

の漁業はどうするかと。町長に言わせればいそ焼

け対策もやっているし、アワビの養殖もやってい

るしと挙げるかもわからないけれども、根本的に

漁業者もいなくなっている。だんだんいなくなっ

て、そしたら将来余市の漁業はいいのですかとい

う話、それでいいのですかという話になっていく

から、ここも余市町としてただとってくる漁業で

なくて、育てる漁業。これは今農業振興協議会の

ことでないけれども、１次産業の活性化としてそ

ういう考えも町長持って、今後そういう委員会な

りなんなり立ち上げてやるべきでないのかと。 

 それから、ほっぺなのだけれども、余市の町花

であるリンゴなくなるのはちょっとあれだけれど

も、私もふえてほしいと思います。ただ、ほっぺ

に関しては、単価を決めてと言ったけれども、こ

れコンテナ１つ1,500円で買い上げますと言った

ら結構皆さん農家の人も賛同してつくってくれる

と思います。ということは、反当200箱とったら反

に30万円。そしたら、ほかの新種手がけてつくる

より加工の専用種をつくって、そこに契約して出

してもらうということになったら箱数もまとまる

し、これ契約でないとだめだ、契約。だから、そ

ういう形の、これは役場に言う話でない、農協に

言う話かわからないけれども、そういう指導をし

てもらいたいと。そして、面積も何ぼでもつくっ

たらいいという話でなくて、最高５反なら５反。

そして、今まで基盤整備事業とかなんとかとあっ

た中でそれを切りかえた、ほかの品種からそれに

切りかえてやるというときは余市町も助成します

よと、そのぐらいの気持ちで取り組んでもらいた

い。 

 次に、ふるさと納税ですけれども、これはそし

たら決めるときは、ホームページ、農協も漁協も

いろいろな加工協も集まった中で決まったという

のだけれども、最終的に個人商店の名前入ってい

るのですけれども、これは個人商店に頼みますと

いうのでなくて、加工協にお願いするという話に

なっているのか。そこをちょっと答弁のほう。 

 そして、生ものといっても、腐るのもあります。

だけれども、そういうところにやるのだから、ち

ゃんとしてくださいよという形で、そういう面で

やってもらいたいと。イチゴなんかとかサクラン

ボなんかでも雨降ったりなんだりしたらクレーム

来て、返品とかなんとかあるから、それはそれ用

にちょっと何かその中につけ加えた中で、あとブ

ドウでもリンゴでも、だから余市の産品なのだか

ら、できてつくっているものは上げていいのだ。 

 それから、余市町内からよその地域にふるさと

納税している人どのぐらいいるかわかりますか。

それは税金の申告のとき来るのでしょう。そした

ら、余市町民の中でよその地域にそういうふるさ

と納税している人いれば、今わからなかったらい

いから。そこをわかればの話、教えてください。 

 それと、町長が先ほど言ったまち・ひと・しご
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と創生について、先ほど第４次総合計画の中でや

りますと、そういう答弁もらっていますけれども、

総合計画、目玉あるのですか、何か。 

 私は、個人の意見だから、考え。さっき町長が

観光と言ったから、ちょっとそれに関連して、ま

た大きいこと言ってと思われるかわからないけれ

ども、余市の道の駅あるでしょう、あそこの記念

館のところ。あれは、記念館の駐車場でいいから、

新たな物産館でもいいし、余市町の、人を呼び込

む、そういうものをつくってもらいたい。いろい

ろ私も質問するに当たっては、余市の１次産業の

活性化は何あるのだということを考えます。そし

たら、活性化は、皆さん活性化と一言で言うけれ

ども、何やりますかと言ったら答えれる人います

か。これで活性化になるという。言葉は活性化と

いう言葉で余市を活性化するのだと言うけれど

も、何をやるのだと言ったらなかなかないのが皆

さんだと思うのです。私もそう思う。だから、私

は道の駅のところ、まずは。ほかにあるのだった

ら、企業でも何でもいいのだ、町長引っ張ってこ

れるのなら。道の駅、今高速道路できる。それも

バスの何十台も入るような道の駅でないとだめ。

ここが核となるような余市のまちづくり、それが

夢なのだ。そういう町にしてもらいたい、夢のあ

る。 

 これで３問目だから、今ちょっと思いつきませ

んけれども、これで終わりますけれども、その辺

夢のある答弁ひとつお願いして終わりたいと思い

ます。 

〇町長（嶋  保君） ５番、溝口議員の再度の

ご質問に答弁させていただきます。 

 まず、農業振興協議会の部分、これらにつきま

してはご提言いただいておりますそれぞれの分野

の専門家というか、トップの方、農協の組合長を

含めて来てございますので、これは私どもが全て

担える部分でもございませんが、それぞれの分野

の長が出席しているという中では町から積極的に

それらの検討課題を投げかけて、そういった中で

検討していく場にしていきたいというふうに思っ

ております。 

 また、水産の部分のご質問もございました。こ

れにつきましては、今３年目ですか、中央水試、

それと漁組、そして水産加工協、そこから始まっ

ていろいろな課題を持ち寄って検討する場を設け

てございます。そして、漁業分野だけではなくて

ということで、そこに農業分野、そして商工会議

所、さらには町内の高校等も含めて参画をしてい

ただいております。今後はこの水産分野、農業分

野はそういう形で条例の中での農業振興協議会と

いうルールがございますが、この水産分野の部分

もう少し位置づけを明確にして、条例等の部分で

はございませんが、明確に位置づけして、水産業、

漁業に対するいろいろなまたしっかりとした活発

な意見交換の場をつくって、今ある部分をもっと

もっと充実させていきたいというふうに思ってご

ざいます。 

 それとまた、りんごのほっぺの部分、契約栽培

という中でのご提言をいただきました。これにつ

きましてもやはり振興協議会や、さらには農協と

の協議の中で、こういった中での部分、長期的な

部分の検討も必要であるというふうに考えてござ

いますので、こういった中では農協等と早速協議

もしていきたいというふうに思ってございます。 

 それと、ふるさと納税の部分、個人商店の部分

でございます。これは、水産加工協から各業者さ

んに協力依頼をして連絡をさせていただいており

ます。そういった中で各業者さんのほうからそれ

にのるか、のらないか、メニューにのせるかどう

かという部分の回答によって、そしてこの商品の

発送は、取りまとめは加工協さんでやっていただ

いて、そして商品の発送は町からこういう形で３

番の身欠きニシンがどうだとかいったそれは町か

らの連絡を受けて、個々の業者さんが送付すると

いう形になってございます。 
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 それと、生ものの部分のこれもやはり町直営と

いうのはもちろんそこで町の職員が箱詰めしてと

いうのはいろいろな中で無理があると思いますの

で、これはそういった中でのゆうパック等をやっ

ている業者さんもありますので、そういうところ

といかに連携していけるのかなというふうな部分

も模索して、せっかくの町内の産品のＰＲでござ

いますので、そういった中で可能かどうかも検討

をしていきたいというふうに思っております。 

 それと、町内の中でふるさと納税という部分、

これは25年度の数字でございますが、例えば仁木

なり、古平なりという形でやっているのは町内に

14人、そして寄附金としては170万円、控除額とし

て27万円から28万円程度の余市町の税金が控除に

なっているという実績でございます。 

 それと、地方創生、これは大きな夢を語れとい

っても今ここですぐに語るわけにもいきませんけ

れども、先ほど申し上げましたが、また漠然とし

ていると言われるかもわかりませんが、１次産業

元気になってほしいと。そしたら、それが何だと

言われれば、その基盤整備についてもただ単に土

地基盤というだけではなくて、原材料を含めてい

ろいろなお手伝い、お手伝いというか、農業振興、

漁業振興に取り組んでいかなければならないとい

う部分、そしてそれを観光と物流に何とかつなげ

ていきたいというふうに思っております。平成

30年度に高速道路も開通という形、いろいろな業

者さんもそこの部分で来ております。そして、実

現性もあるなという部分も来ております。私ども

もいろいろな中で道庁、さらには国のほうにも要

望している部分もございますし、そういった中で

何とかインターチェンジの部分、そしてまた町内

にもいろいろな活用できる部分もございますの

で、余市の産品を物流、そして観光という部分大

胆に、今夢は語れませんけれども、夢を早目に語

れるような形の中での皆さんのいろいろなご意見

等を伺いながら、そういった中で地方版の総合戦

略をつくっ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） 溝口議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 会議規則第９条第１項の規定に基づき、７日か

ら８日までの２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、７日から８日までの２日間休会するこ

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、９日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時１９分 
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