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平成２２年第８回清里町議会定例会会議録（９月１３日） 
 
平成２２年第８回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 
 
１．応招議員は次のとおりである。 
 
    １番 勝 又 武 司    ６番 藤 田 春 男  
    ２番 加 藤 健 次    ７番 細 矢 定 雄 
    ３番 畠 山 英 樹    ８番 中 西 安 次 
    ４番 澤 田 伸 幸    ９番 村 尾 富 造 
    ５番 田 中   誠   
   
２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 
 

３．出席議員は次のとおりである。 
   出席議員は応招議員に同じである。 
 

４．欠席議員は次のとおりである。 
    なし 
 
５．遅刻議員は次のとおりである。 
    なし 
 
６．早退議員は次のとおりである。 

   なし   
 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 
 
 町 長   橋  場    博 
           副 町 長   櫛 引 政 明  
           総 務 課 長   古 谷 一 夫 
           町 民 課 長   島 澤 栄 一 
           建 設 課 長   澤 本 正 弘 
           産 業 課 長   宇 野  充 
           保 健 福 祉 課 長   柏 木 繁 延 
           出 納 室 長   二 瓶 正 規 
           焼 酎 事 業 所 副 所 長   松 浦  聡 
                     教 育 長   荻 野 美 樹 
           生 涯 教 育 課 長   斉 藤 敏 美 
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８．本会議の書記は次のとおりである。 
           事 務 局 長     村 上 孝 一 
           主        任   鈴  木  由 美 子 

 
９．本会議の案件は次のとおりである。 
  報告第 ２号   平成２１年度健全化判断比率及び資金不足比率について 
  同意第 ２号   清里町教育委員会委員の任命について 
  一般質問     １名１件 
  議案第５２号   清里地域資源活用交流促進施設条例の制定 
  議案第５３号   清里町農山漁村体験施設条例の制定 
  議案第５４号   清里町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例 
  議案第５５号   清里町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 
  議案第５６号   平成２２年度清里町一般会計補正予算（第３号） 
  議案第５７号   平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 
  議案第５８号   平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
  議案第５９号   平成２２年度清里町老人保健特別会計補正予算（第１号） 
  議案第６０号   平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
  議案第６１号   平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 
  議案第６２号   平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
  議案第６３号   平成２２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号） 
  議案第６４号   農山漁村体験施設備品購入契約の締結について 
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                                                         開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 
ただ今から、平成２２年第８回清里町議会定例会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録指名議員は、会議規則第１１８条の規定

により、議長において４番 澤田伸幸 君、５番 田中 誠 君を指名いたします。  

 
●日程第２ 会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 
本件について、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 加藤 健次君。 
 
○２番（加藤健次君） 

 本定例会は、決算認定が提出された議会であり、一般質問、決算審査、各会計補正予算等、提

案件数、議案の内容から判断して、本定例会の会期は本日より９月１５日までの３日間とするこ

とが適当と思います。以上が議会運営委員会の結果でありますのでご報告いたします。 
 
○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。本定例会の会期は議会運営委員会の報告どおり、本日より３日間にしたいと思

いますが、ご異議ありませんか。 
               （「異議なし」）との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月１５日までの３日間に決定しました。 

 

●日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。事務局長に報告させます。議会事務局長。 
  
○事務局長 
 議長諸般の報告５点について、ご報告申し上げます。１点目、議員の派遣状況及び会議・行事

等の出席報告についてであります。（１）オホーツク圏活性化期成会（網走支庁管内総合開発期成

会）夏季要望について、７月２９日、村尾議長は農林水産第１班として農林水産省に出向き、同

省幹部に対してオホーツク圏の農政上の懸案事項を解決すべく、記載の内容についての要望を行

いました。（２）国土交通省北海道局の廃止反対を訴える緊急総決起大会について、８月２１日、
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網走市で開催され村尾議長が出席しております。基調講演、各界からの提言、緊急決議等が行わ

れました。（３）その他会議・行事等について、記載の行事に各議員が出席いたしております。２

点目、「常任委員会及び議会運営委員会等の開催状況」について、記載の期日・案件で会議が開催

されております。３点目、平成２１年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告に

ついて、４ページの議長あて文書のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

別冊の報告書の提出がありましたのでご報告いたします。４点目、例月現金出納検査の結果につ

いて、平成２２年７月分・８月分について、５・６ページのとおり提出されております。いずれ

も適正であるとの報告であります。５点目、平成２２年第８回清里町議会定例会説明員等の報告

について、７ページのとおりとなっておりますので、ご参照頂きたいと存じます。以上で、議長

諸般の報告を終わります。 
 

○議長（村尾富造君） 

 これで議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４ 町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 橋場 博 君。 

 

○町長（橋場 博君） 

 町長の一般行政報告を申し上げます。第１点目の主要事業報告であります。その１点目のオホ

ーツク活性化期成会夏季要望についてであります。７月２９日に行われましたが、副町長が代わ

って出席をいたしております。要望先でありますが、国土交通省、松木、武部両衆議院議員。要

望者でありますが、総括班に所属しまして、網走市長、北見市長、紋別市長、そして管内局長と

いう事で総括班に所属をいたしました。要望事項でありますが、記載の６件でありまして、それ

ぞれに要請活動を行って来たところであります。２点目のオホーツク総合振興局「夢トーク」事

業についてであります。８月４日、清里町で開催されました。網走支庁がオホーツク振興局にな

って初めての管内的な事業という事でありまして、斜里郡３町が中心で、この管内を４つないし

５つに分けて順次開催するという運びであります。概要でありますが、斜里郡３町の青年と総合

振興局長が、ざっくばらんに話し合いをするという事であります。各町２名ずつ出席をしまして、

清里町からは澤田篤さん、篠田真弓さんの２名が出席いたしました。斜里、小清水についても同

じ様な立場の方々が出席をされております。その後、意見交換会が行われまして、この段階で初

めて私達斜里郡３町の首長が出席をいたしております。非常に有意義な会議だというふうに伺っ

ております。次に３点目の国土交通省北海道局の廃止反対を訴える緊急総決起大会についてであ

ります。８月２１日、網走市エコーセンターで、この猛暑の中行われた訳でありまして、オホー

ツク管内から６００名を超える方々が会場満席の状況で行われました。主催者はオホーツク商工

会議所協議会と商工会連合会であります。出席者でありますけれども、管内の市町村長、市町村

議会議長、そしてオホーツク振興局長、更には管内選出の国会議員、道議会議員であります。内

容でありますけれども、オホーツク総合振興局といたしまして、北海道局の廃止反対を訴えると

いう事でありまして、廃止反対の意見陳述が行われた訳であります。３市の市長と、管内町村会

長が反対意見の陳述を行いました。その後、基調講演が行われ、国土交通省北海道局の廃止反対
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の緊急決議が行われたところであります。また、管内の青年代表の方の反対決議表明も行われま

した。非常に有意義な会合でありまして、主催者代表の永田会長の挨拶の後、最後の締め括りは

商工会連合会の佐藤会長の締め括りの挨拶で終結いたしております。 
 次に主要事業の執行状況でございます。まず１点目の議決工事の進捗状況についてであります。

横長の表をご覧頂きたいと思います。まず最初に繰越工事の進捗状況についてであります。９月

１日現在であります。役場総合庁舎耐震補強工事、これにつきましては、９５％の進捗状況であ

りまして、外付けフレームの完了、内部耐震壁８箇所完了、そして現在外部塗装施工中でありま

す。次、２点目の地域資源活用交流促進施設整備でありますが、これは町民会館の事でありまし

て、９０％の進捗状況であります。躯体、外壁仕上げ完了、内装仕上げ現在施工中であります。

その他、外構、太陽光パネル施工中であります。次、３点目の農山漁村体験施設整備工事につい

てであります。これは緑清荘の事でありまして、７５％の進捗状況であります。躯体、外壁仕上

げ完了、内装仕上げ施工中であります。次、地域情報通信基盤整備工事、これは光ファイバーで

ありまして、３８％の進捗状況であります。現在の状況でありますけれども、設計図の完了、共

架電柱占用申請完了、道路占用協議図作成中、２３年２月２１日の予定工期に向けての進捗中で

あります。次、先程の裏面をご覧頂きたいと思います。２２年度工事進捗状況であります。９月

１日現在でありまして、診療所医療機器整備についてでありまして、電子カルテシステム、進捗

状況でありますけれども２０％であります。ソフトウェアの構築中であり、ネットワーク構築中

という事であります。緑清荘改修工事でありまして、工期は７月２７日から１１月１９日であり

まして、スタートしたばかりでありますので、現在５％の進捗状況であります。今、内装改修施

工中であります。次、地域優良賃貸住宅建設工事でありまして、旧営林署跡地に建設中でありま

して、工期は７月２７日から２月２７日までであります。鉄筋コンクリート造り２階建て１棟４

戸であります。進捗割合でありますが１０％。杭施工完了、基礎部施工中であります。続きまし

て、２点目の農作物生育状況について申し上げます。この関係につきましては、９月８日に普及

センター所長より報告を頂いた関係であります。その内容によりますと、これまで経験したこと

の無い高温、多湿の天候であったという事でありまして、夜昼そういう状況だったという事で、

農作物全てに色んな面で影響が出ている訳であります。まず、秋まき小麦（ホクシン）の関係で

ありますが、品質があまり良くなく、現在の推定ですけれども、１等のＣランクという事であり

まして、反収５．８俵程度であろうかという事であります。また、秋まき小麦（きたほなみ）に

つきましても、反収７．５俵という事であります。あくまでも推定であります。春まき小麦（春

よ恋）についてでありますけども、これにつきましては、４．５俵程度という事であります。こ

の表は上の欄が今年の欄であり下の欄が平年という事でご覧頂たいと思います。次、馬鈴薯（コ

ナフブキ）についてでありますが、非常に数が少なく軽いという事でありまして、２割減が予想

されるという事であります。非常にこの３ヵ年同期と比べて小さいというように伺っております。

てんさいにつきましては、草丈が長く葉の数も多い訳でありますが、糖分が非常に低くなる見通

しがあるというふうに伺っております。次、大豆、小豆の関係でありますが、総合的に非常に良

いというように伺っております。記載されておりますように、一部倒伏が発生しているものの、

生育は順調であるという事であります。次、玉ねぎの関係についてでありますけども、高温によ

り生育が早まり、十分な肥大が期待出来ない状況であるという事であります。とうもろこし、平

年よりかなり早いという事であります。品質あるいは収量は昨年以上の状況であると伺っており

ます。次、最後に牧草の関係でありますけども、収量は平年並みで天候に恵まれまして、収穫作
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業が順調に進んでいるとの事であります。 
次、大きな３点目の主な会議・行事等の報告であります。まず最初にふれあい広場２０１０き

よさとの関係であります。７月２５日行われました。非常に好天に恵まれまして、約１千名の方々

の参加を頂きまして、盛会裏のうちに終了いたしております。次、ふるさと産業まつりの関係で

ありますけども、９月４日、５日、比較的良い天候に恵まれまして、じゃがいも踊りに始まり、

５日当日も約６千名の入場者を擁しながら盛会裏のうちに終了いたしております。また、協賛行

事としまして、３３回目の斜里岳ロードレース大会につきましても、１９３名の参加を頂きなが

ら終了いたしております。以上を申し上げまして、町長一般行政報告とさせて頂きます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

                                （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

  質疑なしと認めます。 

 これで町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５ 報告第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５。報告第２号 平成２１年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題

とします。本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 
 
○総務課長 
 只今上程されました、報告第２号平成２１年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

てご説明申し上げます。本件につきましては、地方公共団体の財政健全化に関する法律第 3 条第

1 項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の意見を付して議会に報告するものでございま

す。なお、同法第３条第１項の規定においては、地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の

提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率

並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当

該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならない、とす

るものであります。また同法第２２条第１項におきましては、公営企業を経営する地方公共団体

の長は、同じく資金不足比率について議会への報告及び公表について規定いたしております。法

律につきましては平成１９年に公布され、議会報告と公表については平成２０年度から施行され

ております。なお、清里町における健全化判断比率につきましては、４つの比率のうち、一般会

計等における実質赤字比率及び特別会計を含めた連結実質赤字比率は共に黒字決算となっており、

比率は算定上生じておりません。また、標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す、

実質公債費比率は１５．１％。また、債務負担や一般会計以外の会計の地方債償還負担見込みや

退職手当支給予定額等を含めた負担比率を示す将来負担比率は６７．８％となっており、いずれ

も国の示した早期健全化基準を大きく下回るものです。また、２つの公営企業会計につきまして

も収支は黒字となり、資金不足は生じておりません。次のページをご覧頂きたいと存じます。本

ページは監査委員からの意見書となっておりますが、更に議案書を１枚お開き頂きたいと存じま
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す。監査委員の審査意見は、記載の通り、「健全化判断比率及び資金不足比率並びに、その算定の

基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると認められる。なお、各健全

化判断比率は、すべて早期健全化基準を下回っている。」としております。以上で、説明を終わり

ます。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 

 これで、報告第２号 平成２１年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わり

ます。 

 
●日程第６ 同意第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６。同意第 ２号 清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。提出者の説

明を求めます。町長 橋場 博 君。 
 
○町長（橋場 博君） 
 只今上程されました、同意第２号 清里町教育委員会委員の任命についての提案理由の説明を

させて頂きます。現教育委員・荻野美樹氏は９月３０日の任期満了を持って退任することとなり

ましたので、同氏の後任として村上孝一氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでござい

ます。村上孝一氏は、昭和２７年８月８日生まれの満５８歳であります。昭和４６年４月清里町

職員となり、平成９年４月社会福祉協議会事務局長をはじめ、保健福祉課長、総務課長を歴任し

て平成２０年４月から議会事務局長をいたしております。村上氏の略歴等につきましては、別紙

に記載の通りでありますので、詳細説明は省かせて頂きます。なお、地方行政組織及び運営に関

する法律第４条第１項の規定は、委員は人格が高潔で教育、学術及び文化に関し識見を有する者

の内から、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命するという定めであります。また、委員の

任期は平成２２年１０月１日からの４年間であります。議員各位の満場の賛同を賜りたく宜しく

お願いを申し上げ、提案理由の説明とさせて頂きます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 本件については、議会先例により討論を省略します。 

これから、同意第２号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は、原案のとお

り同意することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 
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○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、同意第２号 清里町教育委員会委員の任命については原案のとおり、同意するこ

とに決定しました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 ここで只今、教育委員に任命されました村上孝一氏に挨拶の申し出がありますので、これを許

します。 
 
○村上孝一君 
 貴重なお時間をお許し頂きましたので、高い席から誠に恐縮に存じますが、一言ご挨拶を申し

述べさせて頂きます。この度、議員各位の格別のご高配を賜りまして、教育委員にご同意頂きま

した。不肖、私にとりまして身に余る光栄であり、心から感謝を申し上げる次第でございます。

大変時代の変化が激しい社会におきまして、教育の重要性が益々高まっている昨今、誠に微力で

はございますが、更なる研鑽努力をいたしまして、この職務を全うする決意でございます。今後

とも、皆様方のご指導、ご鞭撻を切にお願いする次第でございます。甚だ簡単粗辞ではございま

すが、挨拶に代えさせて頂きます。大変有難うございました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 この度、教育委員を退任されることになりました、荻野教育長より退任挨拶の申し出がありま

すので、これを許します。 
 
○教育長（荻野美樹君） 
 貴重なお時間でございますが、お許しを頂きまして一言、退任のご挨拶を申し上げたいと存じ

ます。平成１７年４月より今日まで５年６ヶ月教育長として、清里町の教育行政の重責を担わさ

せて頂きましたが、この間、町議会議員各位、並びに町民の皆様方の大変温かい、ご支援、ご指

導によりまして、大過無く職務を全うすることが出来ました。心より感謝とお礼を申し上げたい

と存じます。教育行政の環境は、教育基本法の改正以来、大変激しい変化の中にありますが、清

里町民の皆様の教育にかける情熱と協力によりまして、今後清里町の教育が益々振興発展され、

未来を担う清里町の子供達が大きな夢と希望を持ち、たくましく成長をしてくれることをご祈念

申し上げまして、簡単ではございますが退任の挨拶とさせて頂きます。大変どうも有難うござい

ました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これで、教育委員の就・退任の挨拶を終わります。 
 
    ●日程第７ 
○議長（村尾富造君） 
 日程第７ 一般質問を行います。発言を許します。田中 誠君。 
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○５番（田中 誠君） 
 先に通告しております、小学校閉校に伴いその後の行政としての対応及び対策について、町長

と教育長の所見をお伺いしたいと思います。現在、清里町においては５つの小学校がありますが、

近年の児童の減少、更には職員の定数減によりまして、やむなく新栄小学校、江南小学校の両校

が清里小学校への統合という、地域にとっても町にとっても非常に残念な結果となった訳でござ

いますが、２３年３月末をもって江南小学校が８７年の幕を閉じる事になります。また、新栄小

学校においても６２年の歴史に幕を閉じようとしています。この廃校後の施設活用につきまして

は、全国的にも問題になっているところでありまして、全国では平成４年以降、廃校となった学

校が５,７９６校と報じられている訳であります。ちなみに２１年度は５２６校。その中で５,７
９６校の内、何らかの活用がなされているのが９６．３％と、このように報じられている訳であ

りまして、そのような全国的な状況ではありますが、この２校の閉校後の学校施設、用地、職員

住宅などこの活用について、行政の考え方をお伺いしたいと思います。 
 まず１点目でありますけども、新栄小学校の校舎においては耐震診断の結果、耐震補強工事が

必要との説明を受けているところでありますけれども、教員住宅については新しい物件もある訳

でございまして、また、江南小学校につきましても校舎、体育館につきましては、５５年に建設

された物でありまして、鉄筋コンクリートということでまだまだ使用が可能な建物ではないかと、

このように思っている訳であります。この点について行政の考え方をお伺いしたいと思います。

また、２点目でありますけども、学校を中心に地域の拠り所として大きな役割を果たして来た訳

でございますが、学校の閉校に伴いまして過疎化が進むことが懸念される訳でございます。今後、

地域の活性化について行政としてどのような支援が出来るのか、対応策についても考えをお伺い

したいと思います。続きまして、教育長にお伺いをしたいと思いますけれども、閉校後の通学の

対応についてでありますが、現在は中学生を対象としたスクールバスが運行されているところで

ございますが、小学生の下校時間は中学生と時間が異なりまして、時間が早いことから現在のス

クールバスを利用することがなかなか難しいのではと、このように考える訳でありますけども、

その対応についてどう考えておられるのかお伺いをしたいと思います。この３点について１回目

の質問とします。 
 
○町長（橋場 博君） 
 田中議員の質問にお答えを申し上げたいと思います。１点目の新栄小学校、江南小学校は２３

年３月末を持って閉校が決定となった訳でありますが、その後の学校施設または、用地、教員住

宅の活用方法について、行政としての考え方についてお答えをいたしたいと思います。江南小学

校並びに新栄小学校は共に平成２１年１２月に地域住民による小学校統廃合に関わる総会におき

まして、平成２３年３月末をもって閉校し、清里小学校へ統合することに決定された訳でありま

す。閉校後の、学校施設や用地などの活用についてでありますが、新栄小学校の校舎につきまし

ては、耐震診断の結果、今後使用して行く為には全面的な耐震補強工事が必要でありまして、現

状のままでの使用は非常に難しいことから取り壊しも含めまして、地域の皆さん、そして所管の

委員会とも協議をしながら、慎重に検討して参りたいと考えているところであります。また、江

南小学校の校舎、体育館につきましては、地域の皆さんと協議をいたしておりますが、地域にお

きましては、近隣市町村の閉校施設の活用内容などを視察したと伺っておりますので、近々地域

の意向が示されるものと思っておりますが、今後の活用方法につきましては地域並びに所管の委
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員会とも十分時間をかけまして、検討・協議をし、進めて参りたいと考えているところでありま

す。２点目の、学校を中心に地域の拠り所として大きな役割を果たして来た訳でありますけども、

閉校に伴いまして地域の過疎化が進むことが懸念されるので、今後の活性化について行政として

どのような支援策を、あるいは対応を考えているのかとのご質問ですが、両校とも開拓当時から

学校を地域の拠り所として発展をし、現在を迎えている訳でありまして、長い歴史を刻んで来て

いる訳でありますが、児童数の減少に伴う教育環境に及ぼす影響を総合的に判断し、地域におい

て統合する事が決定された訳であります。閉校後の活用についてでありますが、ご質問にありま

したように、閉校によりまして、過疎化が進む事が懸念される訳でありますが、本年度、計画策

定中の清里町第５次総合計画や清里町自立計画などの計画に基づきまして、地域の特性を生かし

た活性化方策等につきまして、地域の皆さん並びに所管の委員会とも時間をかけながら十分検

討・協議をし、進めて参りたいと思っているところであります。以上が答弁でありますので、ど

うぞ宜しくご理解を賜りたいと存じます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 教育長、荻野美樹君。 
 
○教育長（荻野美樹君） 
 ３点目の、閉校後の通学の対応についてお答えを申し上げたいと存じます。閉校後の通学の対

応につきましては、江南、新栄それぞれの学校において、保護者説明会を開催いたしまして、教

育委員会としての考え方をお話申し上げ、ご理解を頂いているところでございますが、児童生徒

の安全な登下校には保護者の協力が必要不可欠であります。特に、小学校低学年においては、保

護者の協力が必要不可欠なものと考えております。現在も本町におきましては、遠距離通学の児

童生徒に対しまして、保護者の送迎に対し、清里町遠距離通学児童生徒の通学費補助要綱に基づ

きまして通学費補助を行っているところでございます。今回、統合する２校の児童に対しまして

も、基本的にはこの通学費補助に基づきまして補助金を支給することで、通学の対応を進めて参

りたいと考えております。以上を申し上げまして、答弁とさせて頂きます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 田中 誠君。 
 
○５番（田中 誠君） 
 統合の問題につきまして、町長の答弁を頂いた訳でありますけれども、只今の学校施設や用地

の活用については、地域や議会と十分な協議の上、どういう活用方法があるのか進めて参りたい

と言う答弁でありました。また、新栄につきましては、その耐震補強工事が必要とされるので、

これについては大規模な改修が必要だということで使用が不可能ではないかと、このように述べ

られていた訳でありますけども、清里町においては学校、公共施設につきましては、耐震改修工

事が計画的に進められている訳でございますけれども、全国、全道的には、やはり耐震補強工事

にまだまだ手を付けられない市町村があろうかと思う訳であります。そういった中で、江南の小

学校につきましては鉄筋コンクリートということもありまして、まだまだ使用が可能かなと思う

訳でありますし、新栄につきましても、まだ急に潰れるとかそういった状態では無いと、このよ



 11

うに考える訳でありまして、あまり危険が伴うような状況になれば、これはまた検討もしなけれ

ばならない部分だと思う訳でありますけれども、地域の要望があるならば、やはり使える内は地

域の体育施設、色んな施設だとか、サークル、そう言う施設に活用したいという要望があるなら

ば是非とも考えて頂きたいと思います。すぐに取り壊すということではなくて、そういうことで、

その点についてお伺いをしたいと思います。 
 
○議長（村尾富造君） 
 町長、橋場 博君。 
 
○町長（橋場 博君） 
 閉校後の状況についてでありますけれども、先程ご答弁申し上げましたように、地域の皆さん

また、議会の所管の委員会とも十分協議をさせて頂きたいと考えているところであります。また、

それぞれ学校敷地内には、教員住宅が建っている訳でありますけれども、教員住宅につきまして

は、教育委員会の意向によりますと今後も使用して行くというふうに伺っております。また、閉

校後の学校全体につきまして、それぞれ専門的になりますので教育長の方から詳細に答えてもら

いたいと思っておりますので、宜しくお願いを申し上げたいと思います。 
 
○議長（村尾富造君） 
 教育長、荻野美樹君。 
 
○教育長（荻野美樹君） 
 只今の施設の活用の関係でございます。今、町長の方からお話がありましたように施設の活用

については、地域、所管委員会と十分協議をしながら進めて参りたいと思っておりますが、教職

員住宅につきましてお話を申し上げたいと思います。現在、教職員住宅は新栄に４棟、それから

江南に５棟ある訳でございますが、この中で、平成に入りましてから建築した職員住宅が両校合

わせて４棟ございます。これにつきましては、閉校後も引き続き町内の小中学校の教職員住宅と

して利用をして参りたいと、このように考えております。その他の古い住宅については、果たし

て改修してまで使えるのかどうなのか、もう一度この辺につきまして十分協議をしながら、また

検討を進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 田中 誠君。 
 
○５番（田中 誠君） 
 教員住宅については、私も中まで入って見ていない訳ですけど、かなり古い。ゾウリムシが出

て来るとか入っている先生からも聞いたことがある訳でして、そういった部分については取り壊

しというのは止むを得ないのかなと、このように考える訳であります。私もこの地域での廃校の

跡地の利用につきましては地域で何らかの活用をされ、またそういった中での地域の活性化とい

うのを望んでいる訳でございまして、もしそれが施設も大きいので、地域でもなかなか利用する

のに至らないと、そういう結果になった場合、今他でも行っているような、社会体育施設、また
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社会教育施設、体験交流施設、文化施設、老人施設だとか児童福祉施設だとか、民間企業も入っ

ての利用、そういったこともある訳でありまして、また、その他に最近の新聞でありますけれど

も、学校を他の施設に転用する場合には、国庫補助金など２２の財政支援制度があると報じられ

ていた訳でありますけれども、そういった中でもし地域での活用がなかなか出来ないとなった場

合、出来れば地域に活用して頂くのが一番だろうと思う訳でありますけれども、その点について

行政として他の活用についての検討する考え方があるのかどうなのか。この点についてお伺いし

たいと思います。 
 
○議長（村尾富造君） 
 町長、橋場 博君。 
 
○町長（橋場 博君） 
 只今のご質問ですけれども、折角の公共施設でありますし、何か妙案があるのかどうか、これ

から十分検討を進めて参りたいと考えている訳でありまして、これから内部的にあるいは、議会

の所管の委員会とも十分協議をさせて頂きながら、この財産の有効活用について、これからの検

討課題とさせて頂きたいと思っているところであります。十分考えさせて頂きたいと思っており

ます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 田中 誠君。 
 
○５番（田中 誠君） 
 只今のお話のように、早々に取り壊すということでは無く、十分に検討を進めて頂いて、有効

活用していきたいと理解した訳でありますけども、私もそのように考えているところでございま

す。また、この際についでにお伺いしたい訳ですけども、知床・札幌の都市間バスが運行されて

いる訳でありまして、その新栄の学校の近くに停留所があるということで、廃校後、もし用地が

あるのであれば、そこに駐車場などの用地も考えてはどうかと、このように考えている訳ですけ

ども、その点についても今後検討頂きたいなとこのように思う訳でありますけれども。 
 
○議長（村尾富造君） 
 町長、橋場 博君。 
 
○町長（橋場 博君） 
 都市間バスの停留所も付近にありますし、只今の案も十分検討させて頂きたいと思っておりま

す。 
 
○議長（村尾富造君） 
 田中 誠君。 
 
○５番（田中 誠君） 
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 次に、地域の活性化について少しお伺いしたい訳でありますけども、第５次総合計画、それか

ら自立計画、そこの中にも地域の特性を生かした活性化策ということや、過疎地域自立促進特別

事業とこういうのが組まれていまして、自治会の活動に対しての交付金制度もあって、実質的な

自治会の活動が望まれているところでありますけれども、活動助成も大変大事なことかと思われ

ます。また、この町でやっています担当員制度、そういったその地域の活性化を見込んでの、町

での努力はされている訳でありますけれども、この江南、新栄に限りませんが、特に江南、新栄

っていうのは学校中心に栄えて来たそういった部分もある訳でございまして、今後それらにつき

まして、やはり行政としての指導も必要な部分かと思う訳で、地域活性化に向けての指導やアド

バイスといった部分について、もし何か具体的な考えがございましたらお聞きしたいと思います。 
 
○議長（村尾富造君） 
 町長、橋場 博君。 
 
○町長（橋場 博君） 
 非常に難しい訳でありますけれども、これから江南、新栄小学校が統合されて地域がどのよう

になって行くか、これからの動向も見定めながら進めて行かなければならないものと思っている

訳でありまして、非常に困難も伴う訳でありますけども、地域の皆さんと十分お話合いをしなが

ら今後とも進めて参りたいと、そのように考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 田中 誠君。 
 
○５番（田中 誠君） 
 本当にそのとおりお願いしたいなと思う訳であります。今まで新栄小学校は剣道が非常に盛ん

な学校でありまして、また江南につきましてはスキー、そういった部分について力を入れて来た

という特色があった訳であります。この問題につきましても、本当に寂しい限りで、これも少子

化の問題で止むを得ないことでございますけれども、この問題につきましては、今後、緑、光岳

もある訳でございますけれども、この閉校問題、それから地域の活性化というのはやはり行政、

地域はもちろんですけども、町全体としてやはり大きな問題として考えて、皆さんの知恵を絞っ

て何とか地域の活性化、施設の有効活用を願っているところであります。そういった中で、自分

達の地域を自分達で基本的には守って行くんだと、そういう意識を高めることも必要事項で大事

な訳でありますけども、十分に何回ともなくやはり話し合いを持って、何とか良い方向に向かえ

ばなとこのように思っています。次に教育長にお伺いしたい訳ですけれども、最後の貴重な質問

なので一つ宜しくお願いします。地域との通学の問題に関しては、地域との説明会開催、また保

護者の協力が無ければ不可欠と、こういった答弁でございましたけども、その通りだと思う訳で

あります。また、通学の対応について通学費助成金を支給すると。しかし、江南、新栄につきま

しては農業者が多い地域ということで、やはり農繁期につきましては、保護者の送迎が大変難し

いのではないかと考える訳でありますけれども、その辺の対応について保護者との話し合いはさ

れているということでしたが、そこら辺についてお聞かせ願いたいと思います。 
 



 14

○議長（村尾富造君） 
 教育長、荻野美樹君。 
 
○教育長（荻野美樹君） 
 子ども達の登下校の関係についてでございますが、今、中学生用に走っておりますスクールバ

スは３時半と５時半ということでございます。小学校の授業時間と合わないのではないかという

ようなことでございますが、小学校の低学年においては学習センターにおいて学童保育を実施し

ております。現在も約６０名ほどの児童が毎日来ている訳でございますが、保護者の説明会にお

いては、是非学童保育を受けて頂きたいというお話をしているところでございます。議員ご指摘

のとおり、農繁期の大変お忙しい中で低学年の子供達が自宅に帰っても、一人でぽつんと居ると

いうような状況も出来かねない訳でございまして、現在においても６０名からの子ども達が学童

保育を受けておりますので、是非そういうようなことで対応をして、時間が参りましたら教育委

員会の方で学童保育の指導者が責任を持ってバスに乗車させるというようなことも説明会でお話

をして、ご理解を頂いているところでございます。また、小学校高学年になりますと、少年団活

動ですとか色んな活動が出て来ますので、そうなりますとバスの時間帯までそういう活動がなさ

れるというふうに思っておりますので、その辺も学校の方と協議をしながら利用してもらう形、

スクールバスを利用してもらう形を取って行きたいと考えておりますので、宜しくお願いを申し

上げたいと思います。 
 
○議長（村尾富造君） 
 田中 誠君。 
 
○５番（田中 誠君） 
 中学校と小学校との時間帯が違うということで、学童保育を利用して頂くと、そういう理解を

求めているということでございますけれども、これにつきましても農村地帯はやはり早く帰って

家の家業の仕事を見たり、またそういう良い部分もある訳でございまして、それはどっちがどう

なのか私もちょっと分らない訳でありますけども、この点についても十分に保護者との話し合い

の中で、後になってトラブルが起きないような、そういった進め方をお願いしたいと思う訳であ

ります。また、通学費補助を支払うということで理解を求めるということでございますけれども、

この通学費補助というのは、その補助金はどういった形、４キロ以上がいくらだとかいうことだ

と思うんですけど、そういった部分が今後統合することによってどれだけの児童数になるのか、

それから年間にすると大体、大まかで宜しいので、その額についてお伺いしたいと思います。 
 
○議長（村尾富造君） 
 教育長、荻野美樹君。 
 
○教育長（荻野美樹君） 
 子ども達の通学費補助の関係でありますが、現在の補助要綱で行きますと、片道４キロ以上の

通学をする児童に対して補助金を支給しているというようなことでございまして、これは１キロ

につき５０円という計算を基に年間の学校の出席日数、この日数をかけて積算をしているところ
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でございます。平成２１年度決算で見ますと、大体一人当たり年間２万円から４万円ぐらいを支

給されております。これも２１年度の決算でございますが、小学生、中学生合わせまして約３５

名程度の方がこの通学費補助を受給しているということでございまして、来年統合されますと、

江南と新栄合わせまして１４世帯２２名の方が該当になろうかというふうに思っておりますが、

今のところの仮試算で約８０万前後の補助金が必要かなと、このような積算をしてございます。

以上でございます。 
 
 
○議長（村尾富造君） 
 田中 誠君。 
 
○５番（田中 誠君） 
 最後にこの今回２校が廃校になるということから、廃校施設での利用を考える上での参考にな

る有効な活用事例、またその他、何か教育長の中でございましたら伺って終わりにしたいと思い

ます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 教育長、荻野美樹君。 
 
○教育長（荻野美樹君） 
 活用事例でございますが、議員も色々資料をお集めになられて勉強されているとお聞きしてお

りますし、地域の方々も近隣の市町村の閉校の所の活用の状況を視察されているということでご

ざいます。なかなか最近は、マスコミ等を通じましてインターネットで競売をして美術館に活用

したとかですとか、大きな財団が中心となりまして宿泊施設等に活用されたというような報道が

なされているところでございます。私共も、近隣で行きますと佐呂間町、置戸町が大きく統廃合

されて学校が１校になったという所もありますので、色々お話を聞いているところでございます

が、なかなか良い活用方法が無いということで、近隣では通年を通して活用して行けるような施

設がほとんど無いというよう状況でございます。教育委員会としても何とか教育施設を活用出来

ないかと検討していますが、今のところ妙案が無いというのが現実でございまして、また皆様方

のお知恵を借りながら何か良い活用方法が無いか、今後においても検討をして参りたいと思って

おります。ちょっと、答弁になったかどうか分りませんが、そのようなことでご理解頂きたいと

思います。 
 
○５番（田中 誠君） 
 終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これで、田中 誠君の質問を終わります。以上で、一般質問を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
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 ここで１０時５０分まで休憩といたします。 
                              休憩 午前１０時３５分～ 
                                 午前１０時５０分 
 
○議長（村尾富造君） 
 休憩前に引き続き、会議を続けます。 
 
    ●日程第８ 議案第５２号 
○議長（村尾富造君） 

 日程第８、議案第５２号、清里地域資源活用交流促進施設条例の制定を、議題とします。 

  
本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 
○総務課長 

只今上程されました、議案第５２号 清里地域資源活用交流促進施設条例の制定について、提

案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、新たに設置いたしました清里地域資源活

用交流促進施設、町民会館の管理その他について必要な事項を定めるものでございます。議案を

１枚お開き下さい。第１条については目的を定めるものであり、地域住民及び都市農村交流活動

を促進し、地域活動の活性化を図るため施設を設置し、管理その他必要な事項を定めるとしてお

ります。第２条は管理運営を定めており、事務は総務課が掌理することとしております。第３条

は名称及び位置であり、第４条においては使用の許可、第５条は使用料を規定致すものです。使

用料につきましては、後程別表でご説明申し上げます。第６条においては使用料の還付、第７条

は使用の制限、第８条は使用許可の取り消し等、第９条は損害賠償を、第１０条は委任を規定い

たしております。次のページ、別表１をご覧頂きたいと存じます。１階交流ホール以下、各室に

おいては別表のとおり、１時間あたりの単価を記載のとおり定めるものでございます。なお、先

にご説明した使用料を定める第５条第２項において減免規定を設けており、他の公共施設同様、

教育、文化、福祉、体育団体等の利用にあっては規則を定め、減免の運用を行って参ります。ま

た、別表１備考の５において、その他特別な利用の場合、葬儀利用を想定した中、別に使用料を

定めることができる旨、規定をいたしてございます。なお、前のページの附則において、条例施

行日を公布の日からと規定いたしております。以上、提案理由の説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
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 これから、議案第５２号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５２号 清里地域資源活用交流促進施設条例の制定は、原案のとおり決定

されました。 
 
    ●日程第９ 議案第５３号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第９ 議案第５３号 清里町農山漁村体験施設条例の制定を議題とします。本件について、

提案理由の説明を求めます。産業課長。 
 
○産業課長 
 只今、上程されました 議案第５３号 清里町農山漁村体験施設条例の制定について提案理由

をご説明申し上げます。本件につきましては、現在、建設中であります緑清荘の増築部分につい

て、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用により、本条例を定め、今後も適正

な管理運営を行うこととするものであります。議案を１枚、お開き頂いて１１ページをご覧下さ

い。第１条は本条例の目的でありまして、交付金事業の趣旨を鑑みながら、滞在宿泊型都市農村

交流人口の拡充及び地場農作物のブランド化を図ることとしてございます。第２条は、名称及び

位置を定めるものであり、本施設の名称は「農山漁村体験施設」、位置は清里町羽衣町３１番地で

ございます。尚、第３条から第１５条までにつきましては、現在の「緑清荘条例」と同文となっ

ておりますので説明は省略させて頂きます。１４ページをご覧下さい。附則では、本条例は公布

の日から施行するとしてございます。また次ページの１５ページの別表では、施設使用料を定め

ておりますが、金額につきましては、現行の「緑清荘条例」と同様とし、今回、改定をしてござ

いません。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（異議なし）との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５３号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
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 起立全員です。 
 したがって、議案第５３号 清里町農山漁村体験施設条例の制定は、原案のとおり決定されま

した。 
 
    ●日程第１０ 議案第５４号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１０ 議案第５４号 清里町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例

を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 
 
○総務課長 

只今上程されました、議案第５４号 清里町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を改正

する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。議案書を１枚お開き頂き、１７ページを

ご覧頂きたいと存じます。本件につきましては、使用の制限をする施設を定めた第３条について、

新設及び過年度に廃止若しくは条例名称変更のあった施設等について全体整理を行うため、当該

条項について全部改正を行うものでございます。それでは、別冊の審議資料の新旧対照表により

ご説明申し上げますので、審議資料１ページをご覧頂きたいと存じます。改正後の条例でご説明

申し上げます。第３条第２号につきましては、条例名称の改正がなされておりますので清里町体

育施設条例に改めます。同条第３号につきましては、清里町福祉センター条例を削り、新たに清

里町郷土資料館条例を加え、同条第４号に清里町図書館条例、第５号に新たに建設されました清

里地域資源活用交流促進施設条例を加えます。同条第６号から第８号までは、条項を各２号ずつ

繰り下げます。第９号に新たに建設されました清里町農山漁村体験施設条例を加え、第１０号に

つきましては条例名称の改正に合わせた整理を行い、同条１１号緑温泉条例は条項の繰り下げを

行い、同条第１２号につきましても条例名称の改正に合わせた整理を行うものです。同条第１３

号及び１４号につきましては、施設の新たな追加であり、同条第１５号及び第１６号は、追加に

伴う条項の繰り下げとなっております。なお、附則は施行日を平成２２年１０月１日と規定する

ものでございます。以上で、提案理由の説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５４号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
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 起立全員です。 
 したがって、議案第５４号 清里町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部を改正する条例

は、原案のとおり決定されました。 
 
    ●日程第１１ 議案第５５号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１１ 議案第５５号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の策定についてを議題としま

す。本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 
 
○総務課長 

只今上程されました、議案第５５号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の策定について、提

案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、別冊のとおり市町村計画を定めることに

ついて、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。なお、計画書につきましては別冊として提出させて頂いておりますが、審議資料の概要

をもって内容をご説明申し上げますので、審議資料の２ページをお開き頂きたいと存じます。過

疎地域自立促進特別措置法につきましては、昭和４６年に条件不利地域となります過疎地域の振

興を目的として、議員立法により１０年間の時限を定めた中制定されている制度であり、以来、

１０年毎に新たな法律が制定されて参りましたが、今般は政権の交代に伴い新たな立法ではなく、

現行法律の６年間の制度延長として計画の策定が求められております。また、こうした経過から、

法律改正に伴う附帯議決として３年後の抜本見直しを行うこととされております。計画策定によ

る制度適用としては、国の補助の嵩上げや過疎債の発行、都道府県代行制度、金融・税制措置な

どが優位的条件で適用されることとなっており、今般の法律改正では過疎債の対象事業の拡充が

行われ、従来の投資・建設事業に加えソフト事業も対象となっております。また、法律において

は、計画策定に当たっては都道府県知事との事前協議が規定されており、当該計画にあっては８

月３０日付で北海道知事より事前協議を了した旨、通知がなされております。それでは、審議資

料に基づき概要をご説明申し上げます。１の目的についてですが、記載のとおり人口の減に伴う

過疎地域において地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上・雇用の増大・地域格差の是正

等の対策を総合的かつ計画的に実施するため、法律の規定により市町村計画を策定するものでご

ざいます。２の計画期間については、平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日までの６年

間となってございます。３の計画の構成については、法の第３条に規定されている項目及び目標・

対策により（１）の基本的な事項から（１０）のその他地域の自立促進に関し必要な事項までの

１０つの内容により構成されてございます。次のページをお開き下さい。４の対策と事業計画に

つきましては、産業の振興からその他地域の自立促進に関し必要な事項まで、９区分の領域にお

ける現状と問題点、更にそれに対する施策と事業の計画からなっており、審議資料においては施

策及び事業内容について概要を要約して提示させて頂いてございます。産業の振興につきまして

は、（１）の安定した農業経営基盤と収益性の高い地域農業の確立から（９）の地場産業の育成・

振興促進までの施策を基本に、事業としては（１）の基盤整備から（４）の観光又はレクリェー

ションまで４つのハード事業に加え、（５）のソフト事業となる過疎地域自立促進特別事業を計画

記載いたしてございます。以下、産業の振興同様に交通通信体系の整備、情報化及び地域間の交

流から、次のページ、最後のその他地域の自立促進に関し必要な事項まで、施策と事業計画につ
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いて概要を要約させて頂いてございます。また、本計画に係る当町の概算による事業費総額見込

につきましては約１００億円となってございます。なお、本計画につきましては議会での議決を

頂いた後、北海道を通じ総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出され、平成２２年度以

降の本計画に基づく事業については法律の規定に基づき、先に申し上げた、国庫補助率の嵩上げ、

過疎債の発行許可、都道府県による代行制度の利用等の特別措置が行われる前提条件となるもの

でございます。以上で、提案理由の説明を終わります。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５５号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５５号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の策定については、原案のと

おり決定されました。 
 
    ●日程第１２ 議案第５６号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１２ 議案第５６号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第３号）を議題とします。

本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 
 
○総務課長 
 只今上程されました、議案第５６号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第３号）につい

て、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出に

それぞれ１,７９１万４千円を追加し、予算の総額を４４億１,５９８万７千円とするものでござい

ます。第１条第２項につきましては、後程、事項別明細書によりご説明申し上げますが、今回の

補正は当初予算で保留いたしておりました事業の確定や特別会計の前年度繰越金確定による一般

会計繰出金の調整及び次年度以降の事業に係る調査計画経費、更には町民会館竣工に伴う運営管

理経費等の補正を行うものでございます。それでは、歳入歳出補正予算の内容についてご説明申

し上げます。まず始めに、今回の補正提案させて頂く主な施策、事業の内容についてご説明申し

上げますので、別冊の審議資料をお手元にご用意下さい。審議資料の５ページをお開き頂きたい

と存じます。補正予算概要よりご説明申し上げます。なお、事業費内の上段の（ ）内の数字は



 21

補正後の当該事業の予算総額であり、財源内訳については資料に記載のとおりであり、特異的な

もの以外は説明を省略させて頂きます。２款総務費・２項総務管理費・１６目行政システム管理

費・国税連携サービス導入事業につきましては、税申告システムの電子化に伴い国税情報を地方

税に取り込むためのシステム改修に伴う初期経費及び運営経費として２９１万６千円を補正する

ものでございます。５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費及び２目農業振興費の農

地情報共有化事業につきましては、農地法改正に伴う農地台帳システムの改修を行うとともに、

担い手育成総合支援協議会との農地情報共有化を図るため、同協議会への支援を行うものであり、

事業費を合わせて２６６万５千円補正するものでございます。財源につきましては、道補助金が

同じく合わせて２６６万４千円となってございます。続いて、５目道営整備事業４２４万７千円

の補正につきましては、新規地区の採択に向けた計画策定に係る調査を実施するとともに、現在

取り組んでいる地区事業の今年度事業量の確定に伴う追加負担を行っていくものでございます。

財源のその他２６６万５千円につきましては、受益者の事業分担金及び雑入となります持続的農

業・農村づくり促進特別対策事業推進交付金となってございます。それでは続いて、事項別明細

書により款項区分による補正予算の内容につきまして、ご説明申し上げますので別冊の補正予算

に関する説明書をご用意下さい。歳出よりご説明申し上げますので、一般会計の事項別明細書を

４ページをお開き頂きたいと存じます。歳出よりご説明申し上げます。総務費の２項総務管理費・ 

２目財産管理費１０万５千円につきましては、寄附金２件に係る基金への積立であり、２５節積

立金の財政調整基金に１０万円、ふるさと事業基金へふるさと寄附金５千円を積立するものでご

ざいます。１６目行政情報システム管理費２９１万６千円の補正につきましては、先程ご説明し

た国税連携サービス導入事業に係る補正であり、導入事業及びシステム改修委託費として２６５

万７千円、情報端末機器２台の器具購入費として２５万９千円補正計上いたしてございます。３

款民生費・１項社会福祉費・２目障害者自立支援費の補正につきましては、前年度実績精算に係

る国庫及び道負担金の過年度返納金となっており、補正額は１７７万１千円となってございます。

４款衛生費・１項保健衛生費・４目環境衛生費２７３万９千円の減額につきましては、２８節の

農業集落排水事業特別会計繰出金の減額であり、特別会計繰越金の確定による調整措置となって

ございます。５ページ、５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費１０５万円及び２項

農業振興費１６１万５千円の補正につきましては、先程補正予算概要でご説明申し上げた農地情

報共有化事業に係る補正措置であり、それぞれ委託料及び負担金補助及び交付金を計上いたして

ございます。５目道営整備事業費につきましても、同じく補正概要で先程ご説明いたしましたが、

１９節負担金補助及び交付金４２４万７千円を記載のとおり補正計上するものであり、新規事業

採択に向けての計画策定経費として、一番下段の清里地区道営畑地帯総合整備事業計画樹立負担

金３９２万円を計上いたしてございます。７目清里地域資源活用交流促進施設費１５８万９千円

の補正は、町民会館竣工に伴う運営管理費の補正であり、１１節需用費から１４節使用料及び賃

借料まで所要経費を補正いたします。６ページをご覧頂きたいと存じます。７款土木費・１項道

路橋梁費・１目道路橋梁費２７９万３千円の補正につきましては、明年度以降に国庫交付金事業

等により整備を計画している道路２条に係る測量業務委託料となってございます。箇所は、現在

整備を進めております、ひまわり団地中通りと神威１２線道路となってございます。３項住宅費・

２目住宅建設費２２０万５千円の補正につきましては、次年度以降の公営住宅建設に係る実施設

計変更業務委託料となっており、オール電化による建設に伴い４タイプの設計変更について業務

委託経費を計上するものでございます。８款消防費・１項消防費・１目消防費２３６万２千円の
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補正につきましては、本部負担金について事務諸費の調整により２４万１千円減額するとともに、

分署負担金につきましては退職手当組合負担金の３年毎との精算措置により２６０万３千円の追

加補正を行うものでございます。それでは、歳入につきご説明申し上げますので、１ページにお

戻り頂きたいと存じます。歳入につきましては総括でご説明申し上げます。1 款地方交付税１千

２１８万円の補正については、一般財源として所要額を補正するものであり、１２款使用料及び

手数料３０万円の補正は、町民会館使用料となってございます。その他の各款の歳入につきまし

ては、補正概要及び歳出の中でご説明申し上げました。以上で、提案理由の説明を終わります。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５６号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５６号 平成２２年度清里町一般会計補正予算（第３号）については、原

案のとおり決定されました。 
 
    ●日程第１３ 議案第５７号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１３ 議案第５７号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）を

議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 

只今上程されました、議案第５７号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）について、提案理由の説明を申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり

１,７０９万円を追加し、予算の総額を４億１,６５７万３千円とするものであります。第２項につ

きましては別冊の「平成２２年度補正予算に関する説明書」により説明いたしますので、ピンク

の表紙の一般会計の次、薄茶色の表紙、介護保険特会の事項別明細書をお開き下さい。今回の補

正は、平成２１年度介護給付費の確定による精算の結果、超過交付分の返納金と合わせて、平成

２１年度介護保険料及び繰越金が確定いたしましたので、歳出の保険給付費、基金積立金、諸支

出金に充てるため、補正を行うものであります。始めに歳出から説明いたしますので３ページを

お開き下さい。２款保険給付費・１項介護サービス諸費１,１２０万１千円の補正は、施設介護サ
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ービス給付費の見込額の増加によるものであります。財源内訳のその他は支払基金交付金、一般

財源は繰越金であります。３項高額医療合算介護サービス等費５０万円の補正は、医療保険と介

護保険それぞれを合算した額が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に支給されるものであ

りますが、見込額の増加により補正するものであります。財源内訳のその他は支払基金交付金で

あります。４款基金積立金・1 項基金積立金の補正は、前年度繰越金の一部２００万円を基金に

積立てるものであり、財源内訳の一般財源は繰越金であります。４ページをお開きください。6

款諸支出金・1 項償還金及び還付金・1 目償還金３３８万９千円の補正は、平成２１年度介護給

付費等の確定による精算の結果、超過交付金を国、北海道、支払基金に返納するものであります。

財源内訳の一般財源は繰越金であります。次に１ページに戻って下さい。総括表につきましては

歳出で財源内訳を説明いたしましたので省略させて頂きます。以上で補正予算の説明を終わりま

す。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５７号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５７号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり決定されました。 
 
    ●日程第１４ 議案第５８号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１４ 議案第５８号 平成２２年度清里町国民保険事業特別会計補正予算（第１号）を

議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 
 
○町民課長 
只今上程されました、議案第５８号 平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）について、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとお

り、歳入歳出それぞれ１,４０５万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億１,７９９万円

とするものでございます。第１条第２項につきましては、別冊の黄色ページの国民健康保険事業

特別会計事項別明細書によりご説明申し上げます。それでは歳出よりご説明いたしますので、事
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項別明細書の２ページをお開き願います。今回の補正は、保険給付費の増額及び前年度繰越金の

確定に伴い補正を行うものでございます。２款の保険給付費・１目一般被保険者療養給付費２１

５万２千円の補正につきましては、繰越金の一部を保険給付費に充てるものでございます。次の

１１款諸支出金・２目償還金１,１８９万８千円の補正につきましては、前年度負担金及び補助金

の確定により実績精算を行うものでございます。それでは歳入につきましては、総括表でご説明

申し上げますので１ページにお開き願います。１０款繰越金が一般財源でございます。説明は以

上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５８号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５８号 平成２２年度清里町国民保険事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり決定されました。 
 
    ●日程第１５ 議案第５９号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１５ 議案第５９号 平成２２年度清里町老人保健特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 
 
○町民課長 

只今上程されました、議案第５９号 平成２２年度清里町老人保健特別会計補正予算（第１号）

について、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳

入歳出それぞれ４万８千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１７０万４千円とするもの

でございます。第１条第２項につきましては、別冊のオレンジ色の老人保健特別会計事項別明細

書によりご説明申し上げます。それでは歳出からご説明いたしますので、事項別明細書の３ペー

ジをお開き願います。今回の補正は、繰越金の確定に伴い補正を行うものでございます。１款医

療諸費・１目医療給付費４万８千円の減額は、平成２０年度でこの医療給付が終了したことよる

ものでございます。次の３款諸出金・１目償還金は、支払基金から１千円の収入を見込み、特定

財源と一般財源の調整を行うものでございます。歳入につきましては、総括表でご説明申し上げ
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ますので１ページにお開き願います。１款の繰越金につきましては一般財源であり、３款支払基

金交付金は特定財源になります。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５９号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５９号 平成２２年度清里町老人保健特別会計補正予算（第１号）は、原

案のとおり決定されました。 
 
    ●日程第１６ 議案第６０号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１６ 議案第６０号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長 

只今上程されました、議案第６０号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について、提案理由をご説明申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のと

おり、歳入歳出それぞれ１７万１千円を追加し、予算の総額を５,２２９万５千円とするものでご

ざいます。第１条第２項につきましては、別冊の緑色の後期高齢者医療特別会計、事項別明細書

によりご説明申し上げます。それでは歳出からご説明申し上げますので、事項別明細書の２ペー

ジをお開き願います。今回の補正は、制度普及経費、広域連合納付金及び前年度繰越金の確定に

伴い補正を行うものでございます。１款総務費・１目一般管理費・１１節需用費１万５千円の補

正につきましては制度普及に係る経費を補正いたします。次の２款後期高齢者医療広域連合納付

金・１目も同じ名称になりますが、この１５万６千円の増額につきましては、前年度分保険料を

納付するために補正を行うものでございます。次に歳入につきましては１ページの総括表でご説

明申し上げます。４款の繰越金が一般財源でございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 
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（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する事にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第６０号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第６０号 平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり決定されました。 
 
    ●日程第１７ 議案第６１号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１７ 議案第６１号 平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）を

議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 
 
○建設課長 

只今上程されました、議案第６１号 平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）につきましてご説明申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出

それぞれ１３万６千円を追加し、予算総額を８,３８４万３千円とするものであります。第２項に

つきましては、後程事項別明細書によりご説明申し上げますが、補正の主な内容は、水道施設の

維持管理に係る賃金の増額補正及び平成２１年度決算処理に伴う繰越金の確定によるものでござ

います。それでは、歳入歳出補正予算につきましてご説明いたしますので、別冊の説明資料、簡

易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページ目をお開き下さい。歳出についてご説

明いたします。１款総務費・１目一般管理費１３万６千円の増額は、水道施設の草刈り、配水池

清掃など施設の維持管理及び環境保全に係る人夫賃を増額補正するものでございます。２款施設

費・１目施設整備費につきましては、前年度繰越金の調整額について、財源振替を行うものであ

ります。次に歳入についてご説明いたしますので１ページをご覧になって頂きたいと思います。

歳入につきましては総括でご説明いたします。３款繰入金につきましては、繰越金の確定により

予算措置するものであり、３９６万６千円を減額補正するものでございます。４款繰越金につき

ましては、４１０万２千を増額補正するものであり、一般財源に充当させて頂きます。以上で説

明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する事にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第６１号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第６１号 平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり決定されました。 
 
    ●日程第１８ 議案第６２号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１８ 議案第６２号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 
 
○建設課長 

只今上程されました、議案第６２号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載

のとおり歳入歳出それぞれ９０万円追加し、予算総額を１億２,２９５万５千円とするものであり

ます。第２項につきましては、後程事項別明細書によりご説明申し上げますが、補正の主な内容

は、処理施設修繕料の増額補正及び平成２１年度決算処理に伴う繰越金の確定によるものであり

ます。それでは、歳入歳出補正予算につきましてご説明いたしますので、別冊の説明資料、農業

集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページ目をお開き下さい。歳出についてご

説明いたします。１款総務費・２目施設管理費９０万円の増額は、処理施設における機器類の修

繕料として増額補正するものでございます。３款公債費・１目元金につきましては、前年度繰越

金の調整額について財源振替を行うものでございます。次に歳入についてご説明いたしますので、

１ページ目にお戻り下さい。歳入につきましては総括でご説明いたします。４款繰入金につきま

しては、繰越金の確定により調整措置するものであり２７３万９千円を減額補正するものでござ

います。５款繰越金につきましては３６３万９千円を増額補正するものであり、一般財源に充当

させて頂きます。以上で説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
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 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 
（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第６２号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第６２号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり決定されました。 
 
    ●日程第１９ 議案第６３号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第１９ 議案第６３号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。本件について、提案理由の説明を求めます。焼酎事業所副所長。 
 
○焼酎事業所副所長 

只今上程されました、議案第６３号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）

につきましてご説明申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それ

ぞれ１,００１万３千円を減額し、予算の総額を７,９９０万７千円とするものです。第２項につき

ましては、後程別冊の事項別明細書によりご説明申し上げます。今回の補正の概要でございます

が、当初の計画で見込んでおりました財産収入８千万円から、８月末までの販売額３,１５６万４

千円に、前年実績で試算いたしました９月から３月までの財産収入を加え、不足が見込まれます

１,３５０万円を減額し６,６５０万円といたします。繰越金につきましては３４８万７千円を増額

いたします。歳出におきましては、人事異動に伴います人件費の減、製造数量、販売数量の減に

よる経費１,００１万３千円を減額させていただきます。なお、製造数量及び販売数量変更につき

ましては、審議資料の６ページの平成２２年度焼酎等製造販売計画表をご覧下さい。製造につき

ましては、２８回仕込から２３回仕込、販売につきましては９万９,４５０本から８万２,６６０本

へそれぞれ変更いたします。それでは、うぐいす色の焼酎事業特別会計の事項別明細書により、

ご説明いたします。３ページをお開き下さい。歳出よりご説明いたします。１款総務費・１目一

般管理費は７０４万７千円の減額であります。２節給料３５８万８千円、３節職員手当等、管理

職手当９万１千円、時間外手当１８万９千円、期末勤勉手当１１３万４千円、寒冷地手当７万３

千円、４節共済費・共済組合負担金１１１万４千円、１９節負担金補助及び交付金、退職手当組

合負担金７１万４千円をそれぞれ減額いたします。２款製造費・1 目醸造費は２９６万６千円の

減額であります。４節共済費・社会保険料９万６千円、７節賃金・人夫賃８８万４千円、１１節

需用費・消耗品費５８万７千円、燃料費６万８千円、印刷製本費２３万６千円、１２節役務費・

手数料１０万円、１６節原材料費・加工用原料費３４万１千円、２７節公課費・酒税６５万４千

円をそれぞれ減額いたします。５ページから７ページは今回の補正に係る給与明細書であり、説

明は省略させて頂きます。続いて、歳入につきまして総括表でご説明いたしますので、１ページ
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をお開き下さい。１款財産収入は１３５０万円の減額、３款繰越金は３４８万７千円の増額であ

ります。１款、3 款ともに一般財源であります。以上で説明を終わります。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第６３号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第６３号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）は、原

案のとおり可決されました。 
 
    ●日程第２０ 議案第６４号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第２０ 議案第６４号 農山漁村体験施設備品購入契約の締結を議題とします。本件につ

いて、提案理由の説明を求めます。産業課長。 
 
○産業課長 
 只今上程されました、議案第６４号 農山漁村体験施設備品購入契約の締結について、ご説明

申し上げます。本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により、議会の議決を求めるものであります。契約の目的は、農山漁村体験施設備品購入

であります。事業の概要をご説明申し上げます。現在、建設中のホテル緑清荘におけるシングル

６室、ツイン１８室、和洋室６室、計３０室、またロビー、レストランに要するイス類、テーブ

ル類、マットレス等、家具類の購入契約でございます。本事業につきましては、特に専門的な知

識及び実績のある３社よる、プロポーザル方式を採用し業者決定をしております。契約の方法は、

随意契約であり、契約金額は１,３５９万７５００円となっております。尚、予定価格につきまし

ては、１,３７７万３４８０円でございます。契約の相手方は、北見市・株式会社小柳中央堂であ

り、納入期限は、契約の翌日より平成２２年１１月１５日であります。以上で説明を終わります。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。本件については、討論を省略し採決する事にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第６４号を採決します。この採決は、起立によって行います。本件について、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第６４号 農山漁村体験施設備品購入契約の締結は、原案のとおり可決され

ました。 
 
    ●日程第２１から日程第２８ 認定第２号から認定第９号 
○議長（村尾富造君） 

ここで議事の都合上、日程第２１、認定第２号 平成２１年度清里町一般会計歳入歳出決算認

定についてから、日程第２８、認定第９号 平成２１年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算

認定についてまで、都合８件を一括議題とします。 

お諮りします。 

 審査の方法については、議会先例により、提案理由の説明を省略し、議長と監査委員を除く全

員をもって構成する、決算審査特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 

 したがって、議長と監査委員を除く全員で構成する、決算審査特別委員会を設置し、これに付

託のうえ、審査することに決定しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

 休憩中に決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。 
                                休憩 午前１１時４５分 
                                再開 午前１１時５２分 
○議長（村尾富造君） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告いたしま

す。委員長 勝又 武司君、副委員長 細矢 定雄君、以上のとおり報告がありました。尚、

審査の日程は、本日から１５日までの３日間に決定したとの報告がありましたので、お知らせ

しておきます。 

お諮りします。 

 決算審査特別委員会が終了するまで、休会にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 

 したがって、決算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会とすることに決定しました。 
 本日はこれで散会と致します。ご苦労様でした。 
 
                                散会 午前１１時５３分 
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平成２２年第８回清里町議会定例会会議録（９月１５日） 
 
平成２２年第８回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 
 
１．応招議員は次のとおりである。 
 
    １番 勝 又 武 司    ６番 藤 田 春 男  
    ２番 加 藤 健 次    ７番 細 矢 定 雄 
    ３番 畠 山 英 樹    ８番 中 西 安 次 
    ４番 澤 田 伸 幸    ９番 村 尾 富 造 
    ５番 田 中   誠   
   
２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 
 

３．出席議員は次のとおりである。 
   出席議員は応招議員に同じである。 
 

４．欠席議員は次のとおりである。 
    なし 
 
５．遅刻議員は次のとおりである。 
    なし 
 
６．早退議員は次のとおりである。 

   なし   
 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 
 
 町 長   橋  場    博 
           副 町 長   櫛 引 政 明  
           総 務 課 長   古 谷 一 夫 
           町 民 課 長   島 澤 栄 一 
           建 設 課 長   澤 本 正 弘 
           産 業 課 長   宇 野  充 
           保 健 福 祉 課 長   柏 木 繁 延 
           出 納 室 長   二 瓶 正 規 
           焼 酎 事 業 副 所 長   松 浦 聡 
                     教 育 長   荻 野 美 樹 
           生 涯 教 育 課 長   斉 藤 敏 美 
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８．本会議の書記は次のとおりである。 
           事 務 局 長     村 上 孝 一 
           主        任   鈴 木 由 美 子 

 
９．本会議の案件は次のとおりである。 
  認定第２号から認定第９号  （決算審査特別委員会審査報告） 
  意見案第７号   道路の整備に関する意見書について 
  意見案第８号   「交通基本法」の理念に基づく鉄道分野への予算配分と政策推進を求め 
           る意見書について 
  意見案第９号   森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書について 
  発議第 １号   議員の派遣について 
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                                                        開会 午前１１時００分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

ただいまの出席議員数は、９名です。 

これから、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 
●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録指名議員は、会議規則第１１８条の規定

により、議長において６番 藤田春男 君、７番 細矢定雄 君を指名いたします。  

 
   ●日程第２ 認定第２号から認定第９号 （決算審査特別委員会審査報告） 
○議長（村尾富造君） 

 日程第２、認定第２号 平成２１年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定

第９号 平成２１年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合８件を一括

議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長  勝又 武司 君。 

 
○委員長 

決算審査特別委員会審査報告書。平成２２年９月１３日、第８回清里町議会定例会において、

決算委員会特別委員会に付託された、平成２１年度清里町一般会計及び各特別会計の決算認定に

ついて、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。

１．審査案件、認定第２号平成２１年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第

９号平成２１年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合８件であります。

２．審査期日、平成２２年９月１３日から９月１５日の３日間。３．審査の結果、各会計とも認

定すべきものと決した。４．委員会の意見、平成２１年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決

算について、審査を行った結果、各会計はそれぞれ適正に予算執行及び事務処理が行われており、

所期の目的が達成されたものと認める。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標においても、

引き続き健全財政を維持していると判断するが、町税・使用料等の自主財源は人口減少や景気低

迷等により増収の期待は厳しく、また、主要財源である地方交付税においても国の財政状況や政

策等による影響も懸念され、今後とも総合計画や自立計画に基づき将来を見越した財政運営が求

められる。また、経済対策による国の交付金を活用し、公共施設の増改築が行われているが、有

効活用と町民サービスの向上、維持管理経費の低減に一層努められたい。ついては、今回の決算

審査特別委員会での意見等を十分検討され、明年度以降の予算編成や行政運営に生かされるよう

望むものである。以上です。 
 
○議長（村尾富造君） 

委員長報告に対する質疑を行います。 
（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
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 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、一括採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、これから認定第２号から認定第９号まで一括して採決を行います。この採決は、

起立によって行います。本件に対する、委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、認定第２号 平成２１年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定

第９号 平成２１年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合８件は委員

長の報告のとおり、認定することに決定しました。 
 
   ●日程第３から日程第５ 意見案第７号から意見案第９号 
○議長（村尾富造君） 

ここで議事の都合上、日程第３ 意見案第７号 道路の整備に関する意見書についてから、日

程第５ 意見案第９号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書についてまで、３

件を一括議題とします。本件について、提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 澤

田伸幸 君。 

 

○４番（澤田伸幸君） 

 意見案第７号 道路の整備に関する意見書について、本件について地方自治法第９９条の規定

により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。 
（以下、意見書朗読） 
 意見案第８号 「交通基本法」の理念に基づく鉄道分野への予算配分と政策推進を求める意見

書について、本件について地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するも

のとする。 
（以下、意見書朗読） 
 意見案第９号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書について、本件について

地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。 
（以下、意見書朗読） 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（｢質疑なし｣との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
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 お諮りします。本件については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 
 これから、意見案第７号 道路の整備に関する意見書についてを採決します。この採決は起立

によって行います。本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、意見案第７号 道路整備に関する意見書については、原案のとおり決定されまし

た。 
 
○議長（村尾富造君） 
 次に、意見案第８号 「交通基本法」の理念に基づく鉄道分野への予算配分と政策推進を求め

る意見書についてを採決します。この採決は起立によって行います。本件について、原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、意見案第８号「交通基本法」の理念に基づく鉄道分野への予算配分と政策推進を

求める意見書については、原案のとおり決定されました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 次に、意見案第９号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書についてを採決し

ます。この採決は起立によって行います。本件について、原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 
（起立全員） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、意見案第９号 森林・林業政策の早急かつ確実な推進に関する意見書については、

原案のとおり決定されました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 お諮りします。 
 ただいま可決されました意見書の提出先、並びに内容の字句等については、その整理を要する

ものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書の提出先、並びに字句等の整理については、議長に委任する事に決定しま
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した。 
 
    ●日程第６ 発議第 １号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第６ 発議第１号 議員の派遣についてを議題とします。 
 
○議長（村尾富造君） 
 お諮りします。 

 本件については、記載のとおりの内容で、議員の派遣をしたいと思いますので、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 

異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これで、本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。 

平成２２年第８回清里町議会定例会を、閉会します。ご苦労様でした。 

 
閉会 午前１１時１５分 


