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平成２３年第５回清里町議会定例会会議録（６月２２日 １日目） 

 

平成２３年第５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  前 中 康 男    ６番  澤 田 伸 幸 

    ２番  池 下   昇    ７番  村 島 健 二 

    ３番  勝 又 武 司    ８番  田 中   誠 

    ４番  加 藤 健 次    ９番  村 尾 富 造 

    ５番  畠 山 英 樹 

   

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。 

    １番  前 中 康 男    ６番  澤 田 伸 幸 

    ２番  池 下   昇    ７番  村 島 健 二 

    ３番  勝 又 武 司    ８番  田 中   誠 

    ５番  畠 山 英 樹    ９番  村 尾 富 造 

     

４．欠席議員は次のとおりである。 

４番  加 藤 健 次 

 

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   櫛 引 政 明 

           教 育 委 員 長   二 俣  勝 

           代 表 監 査 委 員   篠 田 恵 介 

           農 業 委 員 会 長   成 戸 昌 道 

           選 挙 管 理 委 員 長   若 松  明 

           副 町 長   宇 野  充 

           総 務 課 長   島 澤 栄 一 

           町 民 課 長   澤 本 正 弘 

           保 健 福 祉 課 長   薗 部  充 

           産 業 課 長   斉 藤 敏 美 
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           建 設 課 長   古 谷 一 夫 

           出 納 室 長   二 瓶 正 規 

                     教 育 長   村 上 孝 一 

           生 涯 教 育 課 長   岸 本 幸 雄 

           監 査 委 員 事 務 局 長   柏 木 繁 延 

           農業委員会事務局長   斉 藤 敏 美 

           選挙管理委員会事務局長   島 澤 栄 一 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

           事 務 局 長     柏 木 繁 延 

           主 任   鈴  木  由 美 子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

           議員村島健二君に対する懲罰の動議について 

  報告第 １号  平成２２年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

  同意第 ４号  固定資産評価員の選任について 

  同意第 ５号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  議案第３５号  清里町税条例の一部を改正する条例 

  議案第３６号  平成２３年度清里町一般会計補正予算（第１号） 

  議案第３７号  平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 
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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） 

  ただいまの出席議員数は８名です。 

ただいまから、平成２３年第５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。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において５番 畠山英樹君、６番 

澤田伸幸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、議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員会委員長 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 本定例会は、当初予算が提出された議会であり、補正予算、予算編成方針、予算審議、その他

一般議案等から日程を検討した結果、本定例会の会期は本日より６月２３日までの２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。 

本定例会の会期は委員長の報告どおり、本日から６月２３日までの２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６月２３日までの２日間と決定しました。 

 

   ●日程第３ 議員村島健二君に対する懲罰の動議について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議員村島健二君に対する懲罰の動議についてを議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、村島健二君の退場を求めます。議員控え室でお待ちいた

だきたいと思います。 

（村島議員 退席） 

○議長（村尾富造君） 

 本件に関し、懲罰特別委員会委員長の報告を求めます。懲罰特別委員会委員長 田中 誠君 
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○８番（田中 誠君） 

 ただいまから、懲罰特別委員会に付託されました、「議員村島健二君に対する懲罰の動議」に

ついて、審査における主な内容と結果を報告します。 

 この動議は、５月６日の平成２３年第４回清里町議会臨時会における、村島健二議員の発言の

中で、会議規則に規定する議会の品位の尊重に違反する発言があったとして提出されたものであ

ります。 

特別委員会は６月１４日に開催し、委員長に私、田中、副委員長に澤田委員を全会一致で選任

し、審査に入りました。委員各位においては、懲罰に値する発言の有無については、その事実を

認めるものであり、懲罰の種類においては、戒告相当とするものであり、委員全員の賛成をもっ

て戒告の懲罰を科することと決定したところであります。 

 本議会におきましても、当委員会の決定のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、懲

罰特別委員会の報告を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、委員長の報告を終わります。 

 ただいまの委員長の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） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はございませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議員村島健二君に対する懲罰の動議についてを採決いたします。 

 本件に対する委員長報告は、村島健二君に戒告の懲罰を科するということであります。 

 本件は、委員長の報告どおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、村島健二君に戒告の懲罰を科することは可決いたしました。 

 村島健二君の入場を求めます。 

（村島議員 着席） 

○議長（村尾富造君） 

 ただいまの議決に基づいて、これから村島健二君に懲罰の宣告を行います。 

 村島健二君に戒告の懲罰を科します。 

 議会会議規則第１１２条により、戒告文を朗読します。 

 村島健二君の起立を求めます。 

（村島議員 起立） 

○議長（村尾富造君） 

 戒告文。議員村島健二君は、５月６日の議会において、議長選挙に関する議事中、他の議員に
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対して不穏当な言辞を用い議会の品位を損ねたことは、議員の職分に鑑み、誠に残念である。し

たがって、地方自治法第１３５条第１項第１号の規定により戒告する。平成２３年６月２２日 清

里町議会。以上でございます。 

（村島議員 着席） 

 

●日程第４ 議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第４ 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（柏木繁延君） 

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

町村議会議長会第１回定期総会について、５月１６日、遠軽町において開催され、村尾議長が出

席をいたしております。平成２２年度決算認定を中心に、役員選挙において村尾議長が会長に選

出されました。（２）北網ブロック町議会議長会総会について、５月１６日、遠軽町において開

催され、村尾議長が出席しております。役員選出、平成２３年度事業などについて審議されてお

ります。（３）平成２３年度札幌清里会総会について、５月２１日、村尾議長が出席しておりま

す。（４）道東４地区町村議会議長会連絡協議会について、６月７日、池田町・音更町において

開催され、村尾議長が出席しております。北海道町村議長会への提出議題などについて審議され

ております。（５）北海道町村議会議長会定期総会について、６月１０日、札幌市で開催され、

村尾議長が出席をいたしております。議事の内容は、報告、議決事項、各議長会からの提出議案

１１件、総会決議、特別決議が提出され、それぞれ原案のとおり可決・承認されました。決議の

内容については、５ページ、６ページに資料を添付しておりますのでご参照ください。（６）そ

の他会議・行事等について、記載の会議・行事に議長はじめ各議員が出席をいたしております。 

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２２年度清里町土地開発公社経営状況説明書類の提出について、平成２２年度決

算書及び平成２３年度予算書が、法律に基づき議長宛に提出されております。７ページから１０

ページに資料を添付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

４点目、例月現金出納検査の結果について、平成２３年４月分及び５月分について、１１ペー

ジから１４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２３年第５回清里町議会定例会説明員等の報告について、１５ページのとおりと

なっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

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５ 町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 
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  日程第５ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

○町長（櫛引政明君） 

 町長の一般行政報告を申し上げます。まず大きな１の主要事業報告でございます。１点目のき

よさと花・みどりフェスタ２０１１につきましては、６月１日から９月３０日までの４ヶ月間、

コミュニティーセンターを中心とする町内一円を会場として開催されまして、花とみどりと交流

のまちづくり実行委員会の主催のもとに、自治会、商工会をはじめ、町内の各関係機関、団体、

空の共催をいただきながら、花とみどりの事業を開催するものでございます。（３）の①から⑤

までの事業、行事等について、記載の期日・内容によりそれぞれ実施をされますので、多くの町

民の皆さんのご参加と、町外からのたくさんの方々が清里町においでをいただくことを期待をし

ているものでございます。続きまして 2 点目の寄附金の採納の件についてでございます。４月２

７日に神威南にお住まいの原田守雄氏より、叙勲の受章にあたりまして社会福祉振興のために１

００万円のご寄付をいただきましたのでご報告を申し上げます。次に２ページになります。３の

札弦支所業務の移転の件でございます。札弦センターの解体・取壊工事のために、６月１日から

明年の３月末日までの期間をもちまして、札弦トレーニングセンターに事務所を移転し、支所業

務を行うことになりましたので、ここにご報告を申し上げます。なお、札弦支所業務内容の住民

の皆さんへは、事前に自治会等を通じながら周知連絡をさせていただき、ご理解をいただいてい

るところでございます。 

 続きまして、大きな２の主要事業の執行状況の関係になります。１の議決工事の進捗状況でご

ざいますが、次の３ページに横の表で記載をされてございます。平成２２年度の明許繰越事業で

執行されております工事の進捗の状況でございます。４線道路交付金工事につきましては、延長

が３３０メートル、幅員が５．５メートルの道路改良工事でございまして、現在、土工、法面工、

排水工の施工中でございます。進捗割合につきましては、５０パーセントとなってございます。

次の、地域優良賃貸単身住宅建設工事でございますが、鉄筋コンクリート２階建て１棟６戸の建

設工事でございます。現在におきましては、１階部分の躯体について施工中でございまして、１

５パーセントの進捗率となってございます。 

 続きまして、２点目の農作物の生育状況の関係でございます。４ページをお開きいただきたい

と存じます。本件につきましては、過日農業普及センターより６月１日現在の清里町の作況調査

の結果につきましてご報告をいただきましたので、ここにご報告をさせていただくものでござい

ます。まず、気象状況との経過を申し上げたいと存じますが、４月の気温につきましては、平年

並みに推移をしてございますが、下旬から雨天の日が多くなっておりまして、その傾向は５月の

上旬まで続いたところであります。また気温がこの期間、低めに推移をしたということから、馬

鈴薯、てん菜にありましては、作付け移植作業が大きく遅れたと報告をいただいております。６

月に入りましてからは天候が回復し、気温も平年より高く推移をいたしましたが、去る１０日の

午後から寒冷前線がこの北網地域を通過いたしまして、雹（ひょう）混じりの豪雨が起きまして、

北見市から小清水町にかけまして、農作物への被害が大きく発生をしたと報告をいただいており

ます。本町におきましても、表土の流失、冠水などにより、一部地域に被害が報告されていると

ころでございます。それでは作物ごとの生育状況につきましてご報告を申し上げます。秋まき小

麦の関係でありますが、今年度より「きたほなみ」に品種が変わっておりますが、草丈、茎数と

もに平年を下回っておりまして、止葉期、出穂期ともに３日遅れで、生育の遅速でも３日遅れと

なってございます。次の春まき小麦「春よ恋」の関係でございますが、草丈は平年より下回って
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おりますが、茎数が多く、生育の遅速では１日遅れとのことでございます。続きまして、馬鈴薯

「コナフブキ」でございますが、茎数、茎長ともに平年を下回っておりまして、植付期でも６日、

萌芽期でも３日の遅れでございまして、生育の遅速におきましても３日遅れと報告をいただいて

おります。次にてん菜の「レミエル」の関係でございます。草丈、葉数ともに平年を若干下回っ

ております。移植期も３日遅れということでございますが、生育の遅速においては１日の遅れと

いうようなご報告でございます。続いて、大豆「ユキホマレ」についてでありますが、茎長が平

年より上回っておりまして、は種期、出芽期ともに平年並とのことでございます。生育の遅速で

は１日に早いという報告となってございます。続きまして、小豆「サホロショウズ」につきまし

て、茎長が平年より下回っておりまして、生育の遅速については２日遅れという報告をいただい

ております。続きまして、玉ねぎの「ウルフ」でございます。草丈が平年を下回っておりますが、

葉数、葉鞘茎ともに平年を上回っておりまして、生育の遅速は１日遅れというふうになってござ

います。続きまして、サイレージ用とうもろこしの関係でございます。草丈、葉数ともに平年よ

り上回っておりまして、生育は平年並みとのことでございます。続きまして、牧草「チモシー」

の一番草の関係でございます。本件につきましては、草丈が平年を上回り、生育については平年

並みとのご報告をいただいているところでございます。なお、てん菜、大豆、玉ねぎの一部に降

雹の被害がございまして、今後の生育への影響が懸念されているところでございます。以上、生

育状況についてご報告をさせていただきましたが、全体としては、生育の遅れは回復傾向にある

との報告となってございます。 

続きまして５ページになりますが、大きな３の主な会議・行事等の報告でございます。春のご

みゼロ運動の件でありますが、５月１４日、道道摩周湖斜里線の旧町道の１６号道路、それと道

道江南清里停車場線、町道２１号道路、町道２３号道路の４路線におきまして、清里町と清里町

まちづくり運動推進協議会との共催のもとに、自治会をはじめ、各団体、職場・職域から１９０

名のご参加をいただく中、道路周辺の空き缶、ビニール、紙等のごみ拾いと清掃が行われたとこ

ろでございます。参加をいただいた皆さんには、改めて感謝とお礼を申し上げたいと存じます。

続きまして、北見清里会総会でございます。５月１４日、北見市の北味グルメランド治助で行わ

れました。清里からは私と事務局の２名が参加をしております。また、北見清里会からは二俣会

長さん他２３名のご参加をいただく中、町からの町政等の近況報告ののち、参加者による交流・

親睦会が行われておりまして、盛会のうちに終了したところでございます。続きまして、札幌清

里会総会でございます。５月２１日、札幌市の三川屋会館にて行われております。清里からは村

尾議長、居城ＪＡ組合長、大西商工会長、川筋観光協会会長、それと私と事務局の合わせて６名

が参加をいたしてございます。札幌清里会からは、南出会長他３７名の参加がございまして、総

会及び交流会の席におきまして、清里町から参加をいたしましたそれぞれの方からの近況報告と、

参加者による交流・親睦が行われまして、盛会のうちに終了したところでございます。続きまし

て、清里消防団春季消防演習の件でございます。５月２２日、生涯学習センター駐車場と清里町

市街地一円で行われたものでございます。町内外から多数のご来賓の方々のご臨席をいただく中、

第１、第２、第３の各分団より８３名の団員の皆さんの参加のもとに、ポンプ操法、模擬火災訓

練、分列行進等の演習が予定どおりに行われたところでございます。続きまして、自治会長会議

でございます。５月２５日、町民会館交流ホールで行われてございます。自治会長２８名の参加

をいただく中、平成２３年度の町の各種事業等について、各所管課長より事業及び制度等の周知

と内容の説明が行われたものでございます。続きまして６ページになります。町営牧場の入牧の
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関係でございます。５月２７日、江南牧場で行われております。乳用牛９９頭、肉用牛４３頭の

合わせて１４２頭が入牧をされております。利用の戸数につきましては酪農家５戸、それから肉

用飼育経営家が２戸と合わせて７戸でございます。続きまして、北海道消防協会網走地方支部斜

里分会連合演習の関係でございます。５月２９日に、小清水町愛ホール、市街一円で行われたも

のです。清里町からは、村尾議長、田中副議長、消防組合の議員と私と副町長とが出席をいたし

ております。斜里、小清水、清里より、団員・署員１５８名が参加をいたしてまして、小隊訓練、

模擬火災訓練、分列行進等の演習が所定のとおり行われたところでございます。続きまして、み

どりのフェスティバルでございます。５月２９日、緑の駅前広場で行われております。当日はあ

いにくの小雨模様の中で行われましたが、約１,０００名の方のご来場をいただく中、クマゲラ太

鼓、丸太ころがし、キャラクターショー等の演出と、飲食コーナーには多数の出店をいただく中、

開催がされました。事故も無く盛会のうちに終了いたしております。次に、緑の植樹事業の関係

でございます。６月４日、江南フラワーパーク宇宙展望台東斜面で行われたものでございます。

当日は天候にも恵まれ、自治会、自治会女性部、ロータリークラブ、その他各地域、職場・職域

から約１００名の皆さんの参加をいただく中、エゾヤマザクラ、イタヤカエデ、モミジの苗木１

３０本を移植したところでございます。なお、４年前よりこの植樹に対しまして、ご支援をいた

だいておりますニトリ財団より大村顧問さんがお出でになりまして、皆さんとともに植樹行事に

参加をされております。また、昨年までの３年間で植樹・植栽をいたしました、旧１６号スキー

場跡地の桜の山公園に、その植樹の管理状況と全体の視察をしていただいたところでございます。 

 以上で、町長の一般行政報告を終わらせていただきます。 

 

○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６ 教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 教育長一般行政報告を行います。教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。Ⅰ．主要事業報告についてであります。平成２３年度オ

ホーツク管内教育委員会協議会総会の結果について、６月７日、網走市で開催され、付議事件は、

１点目の平成２２年度事業報告及び決算報告から、４点目の教育功労者表彰制度の協議まで、記

載の内容でございます。 

Ⅱ．主な会議・行事等についてであります。体育指導委員会議について、４月２６日に開催さ

れ、新しい任期２年間の委嘱状の交付を行い、体育指導委員会委員長には大橋伸行さんが選出さ

れています。その後、平成２３年度事業計画について協議が行われました。次に、ことぶき大学

入学式・開講式について、５月６日に開催され、総長、町長でございますが、挨拶のあとに新し
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い学生３名の紹介がありました。平成２３年度の学生は全体で６１名となり、来年３月２日まで

ことぶき大学がスタートいたしました。次に、第１回清里町小中高校連携推進協議会について、

５月３０日に開催され、清里町にある小学校・中学校、そして道立の清里高校の連携について、

校種を超えた協議の場として協議会を設置するため、第１回目の会議を開催いたしました。今後、

夏休み・冬休み期間中の児童・生徒の学習サポート教室など、小・中・高校が連携して実施でき

ないかなど検討いたしております。次に、社会教育委員兼生涯学習総合センター運営審議会委員

会議について、６月１日に開催され、新しい任期２年間の委嘱状の交付を行い、会長には川原田

一也さんが選出されました。その後、平成２２年度事業の反省・評価と、平成２３年度の計画に

ついて協議が行われました。 

Ⅲ．教育委員会の開催状況であります。第４回教育委員会は、４月２２日に開催され、案件は、

清里町体育指導委員の委嘱について他、記載の３件について。第５回教育委員会は、５月２５日

に開催され、案件は、清里町社会教育委員の委嘱について他、記載の２件について審議されまし

た。 

Ⅳ．その他でございます。東日本大震災に伴う北海道教育委員会からの人的派遣についてでご

ざいます。宮城県から北海道教育委員会へ人的協力について要請があり、それを受けまして清里

中学校から教諭１名が派遣されることになりました。派遣期間は７月１日から来年の３月３１日

まで、派遣先は仙台市高砂中学校となっています。派遣先の学校は、学校施設の破損や、通学し

ている生徒等が津波により大きな被害を受けており、大変厳しい環境の中ですが、子どもたちの

サポート、学校復興に向けて貢献されるよう期待をいたしております。 

以上申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 

 

○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。 

 これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

   ●日程第７ 報告第１号  

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 報告第１号 平成２２年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を

行います。 

 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

ただいま上程されました、報告第１号 平成２２年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書に

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、地方自治法施行令の規定により、平成２２年度清里町一般会計予算の繰

越明許費について、別紙のとおり繰越したので、繰越計算書を調製し議会に報告するものでござ

います。次のページをお開き願います。繰越計算書についてご説明申し上げます。今回、繰越い
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たしましたのは、２款総務費・９項地域振興費の地域活性化交付金事業は、町民会館駐車場整備

事業、生涯学習総合センター児童室等改修及び熱源改修工事、次の７款土木費・１項道路橋梁費

の道路新設改良事業は、４線道路交付金事業まで４事業であり、金額及び翌年度繰越額はともに、

６,１２２万４千円であります。なお、財源の内、既収入特定財源はすべて国庫支出金で１,９５７

万９千円、未収入特定財源は３,５１０万５千円であり、内、国庫支出金が２,３２０万５千円とな

っております。町債は１,１９０万円で過疎債となります。一般財源は６５４万円であり、一般財

源の負担割合は１０．７パーセントとなってございます。 

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。 

（「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１号 平成２２年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを終わりま

す。 

 

●日程第８ 同意第４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 同意第４号 固定資産評価員の選任についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただいま上程されました、同意第４号 固定資産評価員の選任につきまして、提案理由のご説

明を申し上げます。 

本件につきましては、地方税法第４０４条第２項の規定によりまして、副町長であります宇野

充氏を固定資産評価員に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。なお、地方税

法第４０４条第２項につきましては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者の内から、

当該議会の同意を得て選任するという規定でございます。次のページに同氏の履歴事項等が記載

されておりますので、ご参照いただきたいと存じます。満場でのご同意を賜りますよう、どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。 

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。 

 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４号を採決します。この採決は起立によって行います。 
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 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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第４号 固定資産評価員の選任については、原案のとおり同意することに決

定しました。 

 

   ●日程第９ 同意第５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ただいま上程されました、同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

 清里町字上斜里１,１０５番地に在住の大町昌介氏は、本年６月１９日をもって任期満了となっ

ておりますので、引き続き委員の再任を願いたく、地方税法第４２３条第３項の規定によりまし

て、町議会のご同意を求めるものでございます。この地方税法の規定では、固定資産課税台帳に

登録された価格に関する不服を審査決定するために、町に固定資産評価審査委員会を設置するこ

ととされ、その委員会の委員につきましては、議会の同意を得て町長が選任することとなってご

ざいます。大町昌介氏の当委員会委員の選任につきまして、満場でのご同意を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。なお、任期につきましては３年間でございます。又、大町昌介氏の

ご履歴等につきましては、次のページに記載されておりますので、ご覧いただきたいと存じます。 

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。 

 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５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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同意

することに決定しました。 

 

●日程第１０ 議案第３５号 
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○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第３５号 清里町税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。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

ただいま上程されました、議案第３５号 清里町税条例の一部を改正する条例の提案理由につ

いて、ご説明申し上げます。 

今回の改正は、３月１１日に発生した東日本大震災の被災者などへ、税制上の負担軽減を図る

ための地方税法等の一部改正する法律の施行に伴い、清里町税条例の一部を改正するものでござ

います。主な改正内容につきましては、別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明いたしますの

で、審議資料の１ページをご覧になっていただきたいと思います。改正の内容は、清里町税条例

の附則に４条を加えるものであり、右の欄の改正後の条例でご説明いたします。第２２条は東日

本大震災に係る雑損控除額等の特例を定めるものであり、第１項は、所得割の納税義務者の選択

により、その者の有する資産の損失額を平成２２年において生じたものとして、平成２３年度の

町民税から雑損控除額の控除の適用を受けられるものとするものでございます。第２項は、雑損

控除の適用を受けて、総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額について、平成２４年

度以後も引続き控除を受けられるようにするものであります。なお、繰越可能期間は３年から５

年に延長可能となっております。第３項は、第１項の規定の適用を受けた者と生計を一にする地

方税法の規定による親族の有する資産の損失額を、第１項の規定により平成２２年おいて生じた

ものとして平成２３年度の町民税から適用を受けられるものとするものでございます。第４項は、

親族の損失額が平成２４年度以後の隔年において生じた場合の規定を定めるもので、第２項の規

定同様、引き続き控除の適用を受けられるものにするものでございます。２ページをご覧くださ

い。第５項は、平成２３年分の町民税の申告について定めるもので、第１項の規定の適用を受け

る旨の記載がある場合に限り、適用するものと定めるものでございます。第２３条は、東日本大

震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例を定めたものであり、住宅借入金等の特

別税額控除の適用を受けていた住宅が、大震災により居住のように供することが出来なくなった

場合においても、控除対象期間の残りの期間について引き続き特別税額控除の適用を受けること

が出来るものと定めたものでございます。３ページをご覧ください。第２４条は、東日本大震災

に係る、固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等を定めたものであり、第１

項は、特例の適用を受けようとする場合における申告書の提出義務を定めたものであり、第１号

から第４号までが、その申告すべき事項となっております。第２項は、被災住宅用地に対する特

例を受ける者について、平成２４年度から平成３３年度までの各年度において、町税条例第７４

条の規定を適用しないものとするものでございます。４ページをご覧ください。第３項は、被災

住宅用地が供用土地であった場合の固定資産額の按分の申し出に係る規定を定めたものであり、

第１号から第５号までが、その申告すべき事項となっております。第４項は、特定被災供用土地

と見なされた、仮換地等に係る固定資産税額の按分の申し出についての読み替え規定を定めたも

のについてでございます。４ページから５ページをご覧ください。第２５条、東日本大震災によ

り滅失または損壊した自動車等の代替軽自動車等に係る軽自動車税の課税の特例を定めたもので

ございます。第１項から第３項については、平成２３年度から平成２５年度までの各年度の軽自

動車税に限り、被災した自動車、原動機付き自転車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車に代
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わるものとして、町長が認める軽自動車などを取得した場合は、町税条例８０条に規定している

軽自動車税を非課税とする規定を定めたものでございます。第４項は、全３項の規定の適用に関

し、必要な事項を定めたものでございます。附則につきましては、施行期日を定めるものであり、

公布の日から施行し、附則第２３条の規定につきましては、平成２４年１月１日から施行するも

のとするものでございます。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○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。 

 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３５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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３５号 清里町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可

決されました。 

 

   ●日程第１１～日程第１２ 議案第３６号～第３７号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第１１ 議案第３６号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第

１号）から、日程第１２ 議案第３７号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）まで、都合２件を一括議題とします。 

 

 

   ●日程第１３～日程第１４ 平成２３年度町政執行方針、平成２３年度教育行政執行方針 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 平成２３年度町政執行方針 並びに日程第１４ 平成２３年度教育行政執行方針

について、一括して説明を求めます。 

 最初に、平成２３年度町政執行方針について説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

   （以下、町政執行方針のとおり） 
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○議長（村尾富造君） 

 次に、平成２３年度教育行政執行方針について説明を求めます。教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

   （以下、教育行政執行方針のとおり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 これより、平成２３年度町政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

 

○３番（勝又武司君） 

 はい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 ３番。ただいま櫛引町長より、２３年度町政執行方針が述べられました。２７ページにわたる

大変盛りだくさんなもので、町政に対する大きな意欲と夢を感じ、大きく期待するところでござ

います。あまり注文をつけるところは無いんですけども、１点だけちょっとお伺いしたいと思い

ます。５ページにありますけども、住民と行政が相互の自主性・主体性を尊重し、役割と責任を

分担しながら共通の目標・目的に向かって連携していく。これは、町づくり地域活動交付金制度

ということで進んでいく訳でございますけれども、おそらくこれらは今、ちまたで色々言われて

おります「新たな公共」といった部分での事業の取り組みかなと、そのように感じているところ

でございます。そして、その下の方に、それぞれ町民の一つの役割というか、分担というか、そ

ういう部分が明記されてございます。そうではあるんですけれども、おそらくこれらを進めてい

くとなった時に、かなり住民の高い意識というか、そういうものが必要じゃないかなと、そのよ

うに感じる部分でございます。そんな中で、じゃあそうしたら行政として、今までの一つの行政

サービスと打って変わってどういうような形でそれらに対して、言葉がおかしいですが、指導と

いうか、そういうような部分での行政が担う部分、この部分についてお伺いしたいと、このよう

に思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまのご質問の件でありますが、基本的にはこの５ページの方にも記載がされております

ように、町づくりにあたっては、行政だけがやる、また住民だけが、という形では、これからは

進んで行かない。今までは、どちらかと言うと行政主導型で全てのものを揃えてお願いして来た

というような状況にありますが、今後は、今申し上げたように、協働・共生・共創という、そう
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いう中でやっていかなきゃ財政的にも当然成り立ちませんし、また、町づくりとしての、自らの

町を自らがつくるという、そういう理念に基づく町づくりでなければならないというふうに考え

ているところでございまして、幸いにして我が町につきましては、多くの皆さんがこの素晴らし

い町をつくって今まで来られました。そして、最近は「花とみどりと交流のまちづくり」という

一つの事業をキーワードにしながら、町づくりを展開して来たということでありまして、その土

壌は着実に出来つつあるんだろうというふうに考えているところでございます。そうした中に、

お互いの役割をきちっと認識をしながら町づくりを進めていく。そのために、行政としてはそう

いう場所作りですね、土台を作っていく場所作りを当然していかなければなりませんし、行政が

持ち寄る情報については共有の財産として、町民の皆さんに広くこれを公開をしながら、同じ土

壌の上に立って事業を展開していくということになりますし、当然、事業として何かを興してい

くということになれば、それを実施するための気持ちは気持ちとして、また、事業を展開する時

には経費的なものもかかって来る訳でございますから、そういうようなものについては、まちづ

くり地域活動交付金を使いながら、町づくりにお互いの力を出し合いながら進めていければなと

いう思いでいるところでございます。従来、どちらかと言うと、自治会活動の中で自治会として

事業を展開するから交付金事業という形が多かった訳ですが、今回の制度の中ではそういうこと

ではなくて、町興しグループだとか、色んな形でのそういう部分についても、この地域活動交付

金制度を使っていけるということになっておりますし、また、今年からになりますが、その決定

と事業の配分、予算の配分にもなろうかと思いますけれども、それらについては、まちづくり運

動推進協議会の中で、一定の予算枠はございますけれども、一定の予算枠の中で順位を自ら決め

て、自らやっていただくと、そういうような形を今年度から取っているところでありますので、

町民のそういう町興しグループの皆さん、また、色々な関係の団体におかれましても、そういう

ような部分で利用していただければなというふうに思っている次第であります。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 町づくり推進協議会にということなんですけども、僕が聞いたのはそういう部分ではなくて、

職員としてこれらを進めていくにあたって、今までの職員体制の中でよろしいんですかっていう

部分を聞きたかったと思っているんですよね。今年度からそんなに大きく事業展開するような、

そうは思えない部分なんですけども、この総合計画だとかも含めた中で、おそらくかなり住民の

役割というか、そういうような部分っていうのは、大きく占めて来るのではないかなと。そうな

った時に、冒頭にも述べましたけども、住民がかなり高い意識レベルでなければ、そういうもの

っていうのは、なかなか行政が提示しても空回りしてしまうような部分も出てくるのかなと、そ

のように感じる部分がございます。その中で、交付金制度ということで、お金を出せば何とかな

るだろうというような考え方ではなくて、きちっとやっぱり町長が述べられました一つの情報提

供、そういうようなものも含めた活動の場というものも、おそらく必要じゃないのかなと。そん

な中で、おそらくその間に立った職員が、かなり色んな形で色んな情報が得られるような一つの

ネットワークだとか、一つのガバナンス的な、そういうようなものの要素を持ってないと、なか

なかこの事業を進めていけないような部分でないのかなと、そのように感じる部分でございまし
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て、その中で行政サービスを地域に、言葉は悪いんですけども、丸投げしたような状態の中でこ

の事業を進めるというようなことでないか、ちょっと僕は懸念するような部分を感じるものです

から。一つそこら辺を注意して進めていただきたいなと、そのように感じる次第です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの件でありますけれども、先ほど来申し上げておりますように、決して行政が丸投げ

をするとか、そういうことではなくて、共に町づくりをやりましょうという部分での働きかけで

あります。そういう中で、住民サイドにおけるその意識の部分、相当ご懸念をされている部分も

これは事実としてあるかなというふうに思っておりますが、今までの色んな事業の取り組みの中

から少しずつそこら辺については、住民参加というキャッチフレーズは前の総合計画からずっと

来ている訳でありまして、そういう中において共に町づくりを進めていくという、そういう感覚

でおりますから、決して丸投げとかそういう関係ではないというふうにご理解をいただきたい。

ただ、職員のどういうような今の配置と、町づくりに係る体制を取っていくんだというような部

分でありますが、基本的には行政の組織だてというのがありますから、今の現状の中でやってい

かなければならないというふうに考えておりますけれども、これはまだきちっとした機能として

地域に馴染んでいるか、馴染んでいないかというのは反省評価をしながら今後進めていかなきゃ

ならないなと思っておりますけれども、地域担当者制度というのが職員の中にございます。管理

職を除く全ての職員が、その地域に担当者としてのお世話係と言いますか、そういうような形で

色んな情報をその中へ伝えていくということを踏まえて、また色んな相談事をその中でやってい

けるというようなことで、張り付けをされておりますし、これらについて、先ほど前段で申し上

げましたように、きちっと地域にどれだけ根付いているんだということは、自治会とも色々協議

しながら進めていかなければならないというふうに思っておりますけども、これらも一つ正規な

形になるように、そういう町づくりを住民の皆さんと一緒になってやれるような、そういうよう

な担当者制度に少しでも近づけていけるように、ここら辺も踏まえながら今後やっていかなけれ

ばなというふうに考えている次第でもございます。いずれにいたしましても、住民参加と協働と

共生というのを目標に掲げている訳でありますから、それに向けたしっかりとした対応を考えて

参るということで、今後進めていく所存でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 これで、質疑を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、平成２３年度教育行政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

（「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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、平成２３年度町政執行方針並びに平成２３年度教育行政執行方針の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 一般質問でございますが、時間が中途半端でございますので、一般質問は午後１

時からとし、午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時２４分～ 

再開 午後 １時００分   

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   ●日程第１５ 一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 一般質問を行います。順番に発言を許します。村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 それでは、一般質問をさせていただきます。 

 町道の整備についてでありますが、（１）改良補修の必要性について、町道１４号踏切付近の

補修について伺いたいと思います。 

 次に、民間分譲地に対する公共サービスについて、（１）私道に係る除雪などについて伺って

まいりたいと思います。 

 第１点目の町道についてでありますが、この道路は１４号道路という場所でありまして、田渕

まさはる氏の自宅前の道路であります。この件については、田渕氏本人から行政側の方に７、８

年前に要請なり、要望をしたということを伺っておりますが、現在、未だ何の返答もないという

ことで私にお話がありましたので、この度取り上げさせていただいた次第であります。その現場

を見ましたところ、中央には下水道、公共桝が一段高い所にある訳でありまして、雨降り時、ま

た雪解けの時など、水の流れが悪く、排水溝とのバランスが悪いとのことが、私自身この目で見

てわかりました。そういうことでありますから、どうすれば良いのかということでありますけれ

ども、普通であれば、その低い部分を構造改良するなり、考える訳でありますが、やはり、その

排水溝とのバランスが悪いということだけではなくて、こういった部分はこれ以外にも、清里町

内一円、このような場所がたくさんございます。そういうことで、まず伺いたいと思います。 

 次に２点目の民間分譲地についてでありますけれども、この分譲地から、平成９年にその方の

話を聞きますと、９００坪の土地を購入して、その場所に自宅を建てたそうであります。そして、

また１７年からその分譲地に土地を購入し、家を建てたお二人から、その経過について伺った訳

でありますが、話によれば、当時は自治会にも入っておりましたし、問題はなかったそうなんで

すが、現在は４，５年自治会にも入っていないと、抜けてしまったと、こういう話でございます。

その間につきましては、分譲業者とその仲介に入った方がいたそうでありまして、その方との間
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で、町の業者側とのトラブルと言いますか、揉め事が始まったようでございます。しかしですね、

住人はもちろん、そこに住んでいる訳でありますから、もちろん、町民税、固定資産税、年間６

万から７万を町の方に納めていると伺っておりましたけれども、そういったことを考える時にで

すね、やはり、平等性からしても町として、この道路の補修はもちろんですけれども、除雪は直

接町としてはやっていないという話でございますので、この点について伺っておきたいと思いま

す。再質問につきまして、また再度お尋ねしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの村島議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、１点目の町道の整備についてでありまして、改良補修の必要性と１４号道路の関係でご

ざいます。現在、町におきましては、町道と農道を含めまして全体で約３１５キロメートルの日

常的な道路の維持管理を行っております。また、補助や交付金、また負担金事業による道路整備

についても、それぞれ計画的に行ってきたところでございます。ご質問をいただきました、既存

道路の改良補修の関係につきましても、逐次現場点検、また調査等をしながら、計画的に補修等

をそれぞれ行ってきているところでもございます。ただ、特に近年におきましては、改良整備後

の年数が経過してきているという箇所もありますし、また、通行車両がかなり大型化になってき

ているというようなこともありまして、重量的に重くて路盤の追加、さらにはご質問の中にもあ

りましたように、下水道工事等の配管、排水等の関係で、不陸が生じているというような場所等

もございまして、融雪期、また異常気象等によりまして発生する豪雨などによって、滞水が生じ

ると、そういうような箇所が見受けられるような場所が出てきているのも事実でございます。こ

うした部分についての改修、また補修について、町としての基本的な対策といたしましては、部

分的に処理できるものについては、その箇所箇所における舗装のパッチングだとか、そういうよ

うなことで改修、また補修等をやってきておりますし、排水だとか集水桝の清掃という部分で、

水が引いたりできる場所もありますので、そういうような作業を含めながら全体的な調整を行っ

ているところでございます。また、路線的なものにつきましては、一定の経費が必要になるとい

うことでございまして、二次的な改良により対応を行いたいということで、国や道に補助金だと

か交付金、また負担金制度などを導入すべく、いろいろと相談をしながら進めてきているという

のが実態でございます。それで、ただいまご質問のありました、町道１４号のこの地先の関係で

ありますが、私も先だってご質問の内容について現地に行って確認をさせていただきました。そ

の結果、踏切に非常に近い場所にありまして、踏切から西側に向かって道路の縦断勾配がござい

ますし、さらに下水道管、またマンホールがちょうど道路の真ん中に走っているというようなこ

とがありまして、そういう状況になっているんだなというふうに見てきたところでございます。

そういうようなことですから、当然冬期間には路盤の状況もあまりよろしくないというようなこ

とで、凍上が起きているという実態かなというふうに見てきたところでございます。そういう中

で、一部パッチングで改修をした所もありますが、全体的な部分としては極めてまだまだ改修が

必要だというふうに思っております。そういうようなことから、１４号道路そのものについて、

線間での全体の延命、修繕に向けた、そういう取り組みをしていかなければならないというふう
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に認識をいたしておりまして、北海道の補助事業、そういうものによる整備を現在どのように進

めていくかということで検討している最中でございます。今後、ともに調査設計、また事業採択

申請に向けて、事務的にも前向きに取り組んでいく所存でございますので、ご理解を賜りたいと

いうふうに思います。 

 それから、２点目の民間分譲地における私道の除雪の件でございます。参考までに申し上げま

すと、本町の町道における除雪につきましては、平成２２年の実績で申し上げますと、町道延長

約３１５キロメートルの内、道路で１６５キロメートル、それと歩道で約２６キロメートルの除

雪を行っているところでございます。町の行う除雪の対象道路の関係でありますが、町は町道と

して維持管理責任を持つ道路についてのみ、除雪を行う訳でありまして、私道についてはその除

雪の対象になっていないところでございます。したがいまして、ご質問のありました分譲敷地内

の私道につきましては、町の除雪の対象外ということでございます。基本的には災害発生時だと

か緊急時については、これはまた別な角度での対応をさせていただいておりまして、基本的には

販売また開発事業者とそこに居住されている皆さんの責任によって対応をしていただくというよ

うな内容になってこようかと思います。なお、平成８年にあそこの場所が分譲が行われる段階に

おきまして、販売開発事業者と町との間におきまして、清里町自然環境開発事業の適正化に関す

る指導要綱、こういう要綱が制定されておりますので、これに基づく協議がなされております。

その時点におきましては、道路等の生活関連施設整備及び維持管理につきましては、開発行為者

が行うということで協議が行われたと記録に残っているところでございます。こうした経過の中

で、分譲地の道路の除雪につきましては、当初は開発販売事業者がその責任において行っていた

ようでありますが、年数の経過とともに除雪等の課題が分譲地に居住されている方から直接町の

方に寄せられるようになりましたし、また当時は自治会の方からも数回にわたり除雪についての

要請がされているところでもございます。町としても現実的な対応を行わなければというような

ことで、町道認定を前提に誠意を持って今までも対応してきたところでありますが、販売開発業

者における事情等もあったのかなと思いますけれども、２回にわたって町道認定にいたっていな

いということで、話し合いはずっと続けられてきた経過にあります。また、昨年の７月以降も再

度販売開発事業者の方から、改めて町道認定についての相談と協議がございまして、町道認定に

向けた事務処理を進めるべく書類等の提出を求めていたところでありますが、昨年７月以降、現

在までまだ提出をされてきていないというような状況であるところでもございます。町といたし

ましては、こうした状況ではありますが、分譲地に冬期間もお住まいの町民の方々が多数おられ

ます。そうしたことを踏まえながら、所要の書類の提出をいただければ、町道認定についての内

容を精査した中で、議会に協議、提案を申し上げたいというふうに考えておりまして、そうなれ

ば除雪を含めた対応が、町として行える環境が整う訳でありますので、前向きに対処してまいる

という考え方でおりますので、ご理解のほど、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

以上、申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今、１４号道路のことにつきましては説明があった訳でありますけれども、この道路につきま
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しては、速やかに早急に補修をしていただきたいと要望をしておきます。これ以外にも箇所を言

うとたくさんある訳でありますけれども、私がここ何年か見ております道路の中でも、神社通り

の、自宅の名前を申し上げますと小木曽さんと言いましたか、小木曽さんの前の辺りなんですけ

ども、同様のような舗装がやはりかなり下がっていると言いましょうか、雨降りなどの次の日、

１日経っても２日経ってもたまっていると。こんな状況でありますから、その辺よくパトロール

を強化していただいて、この道路補修にも、やってない訳ではないんですけども、先ほど言いま

したように、ずっとやっているのを私もこの目で見ておりますけれども、そういう部分もたくさ

んありますので、今後補修に向けてやっていただきたいとお願いいたします。 

 次に、２点目の分譲地の件でありますけれども、町としてライフラインということで伺いたい

んですけれども、町として私から申し上げてもいいですけれども、この分譲地に対して、水道で

すね、町でやっていると伺っています。それと現在分譲地に住んでいる方、当時は２５戸ぐらい

と聞いておりましたけれども、今現在は８戸ぐらいと伺っております。あとの方は斜里町の住民

とか、網走の方とか、そういった方が別荘として使用されていると伺っている訳でありますけれ

ども、先ほどもし上げましたけれども、委託された方、その分譲地の地主の方と、その間に入っ

た方がおられたと。その方が亡くなったと伺っております。そんなことで何とかゴタゴタしてい

たことが少しでも前向きにならないだろうかと、その伺った方にお尋ねをされまして、この点に

ついてどのように考えておられるか伺いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず、前段の町道の補修の関係でございますが、一つの例として１４号道路という形だと思い

ますが、その他道路各所にそういう必要な箇所も生じ始めておりますので、これらにつきまして

は逐次点検をしながら、ご不便をかけないような形の中で、とりあえず応急措置ができるものに

ついては応急措置から、そして先ほども申し上げました路線的に処理をしていかなければならな

い、こういうようなものについては、経費もかなりかかりますので、そういうものについては適

切に調査をした中で、北海道の方に要請していくものは要請していくという中で、計画的に進め

させていただければというふうに思っております。 

 それから、２点目の分譲地における私道の除雪の関係であります。これにつきましては、原則

論がございますので、基本的には原則論で進めざるを得ないということであります。そういう中

で先ほども申し上げましたように、災害とか緊急の場合については対応させていただいておりま

すので、そういう中で進めさせていただきますが、昨年の７月に町道認定の３回目になるんです

が、正式に話があって、正式にこちらの方もこういう手順で進めさせていただきますよと言って、

お話を担当の方からしておりますので、なるべく早くその書類を提出していただくのが大前提に

なろうかと思いますので、そういう中から上がってきたら速やかに処理をして、あまり時間をか

けるようなことがないように、しっかり取り扱っていきたいというふうに思っております。ただ、

道路基準等のことがありますので、ある程度その基準にはまる形で提出をいただかないと、なか

なかそこら辺が審査の段階で時間がかかったりというようなことでありまして、一定の基準につ

いてもその段階で業者の方にはお示しをしているということでありますので、ご理解をいただき
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たいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今、町長から３回目ということで、私もその平成９年から住んでいる方から伺った訳でありま

すけれども、町道に昇格するような話があったと、その方もおっしゃっておりましたけれども、

これも今３回目ということで伺いましたので、そちらの方から上がって来ないことには町しても

処理ができないでしょうけれども、前向きに速やかに検討していただきたいと、このようにお願

いをしておきます。 

 それとですね、最後になりますけれども、先ほど町長の町政執行方針の中でも述べておられま

したけれども、町民参加と協働、共創ですか。まちづくりの観点からしても、やはりサービスと

言いましょうか。バランスからしても、税金は納めている、除雪はしないと、こういうことでは

やはりバランスが取れないと、平等でないと、私はそのように思いますので、今後前向きに早急

にそういった面で考えていただきたい。それをお願いしまして終わりたいと思います。何かあり

ましたらお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほどからの繰り返しになるかと思いますけれども、基本的に基準がございまして、私道につ

いては除雪をしないということになってございますので、一番解決に早いのは、早く申請の書類

を提出いただいて、それに基づいてしっかりと内容を確認の上、町道認定の作業に入っていきた

いというような考え方でおりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、村島健二君の質問を終わります。 

 次に、前中康男君 

 

○１番（前中康男君） 

 通告にしたがいまして、一般質問をさせていただきます。議員として一年生、そして今日のこ

の暖かさの中、かなり脂汗が出ております。そんな中、質疑が迷走するかもしれませんけれども、

その辺はよろしくご理解とご協力のほどお願いいたします。 

 まず初めに、清里町長選挙におきまして、多くの支援と期待の中、町政執行にあたられます櫛

引町長には謝意を申し述べますとともに、これからの清里町のまちづくりのために、全力で取り

組んでいただきたいと思っております。４期１６年、前橋場町長が目指した「住民と対話と協働

のまちづくり」、そして、今期、新櫛引町長は、「みんなで創る明日のふるさと、まちに活力と

にぎわいを」をメインスローガンに、住民参加と協働、共生のまちづくりを理念に、第５次清里
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町総合計画の実現のために、スピード感をもって町政を推進していただきたいと考える一人でご

ざいます。 

 さて、３月１１日発生の東日本大地震により、多くの方々が被災され、また、福島原発事故も

未だ終息が見えない中、１万５千人にものぼる尊い命を失い、今もなお行方不明者７千６百人以

上もおり、被災された方々に謹んで哀悼の意を表し、ご冥福を申し上げます。また、避難所生活、

転居者生活も１２万人を超える方々が不自由な生活を余儀なくされ、改めて被害の大きさに驚嘆

し、重ねてお見舞い申し上げる所存でございます。一日も早い復興、再建されることを心から願

っております。 

 さて、この大地震を契機に、国、道、市町村の防災対策あるいは防災計画を再確認する必要性

が出てきた今、我が町清里町の防災への取り組みはどのように対応しているのかお聞きしたいと

思います。 

 まず１点目、過去において、自然災害あるいは火事等による避難勧告等を出したことがあるの

かどうか、ご説明願います。また、仮にそのような災害等が発生した場合の町民への情報伝達は

どのような流れで執り行っているのか、あわせてお聞きしたいと思っております。 

 ２点目、緑地区にある農業畑地かんがい用の緑ダム耐震強度についてお伺いいたします。今回

の東日本大地震をきっかけに、緑、札弦地区の住民の中には、緑ダムはどの程度の地震まで大丈

夫か知りたいという声を多々聞いております。そして、万が一そのダムに何らかの被害が出た時

の地域住民の避難誘導は、町としてどのようなシミュレーションができているのかお尋ねしたい

と思います。 

 そして、最後になりますけれども、特色ある地域振興対策としての、道の駅さっつるパパスラ

ンド改築、改修についてお伺いいたします。平成２年に建設され、かれこれ２０年近く過ぎ、そ

の間平成１９年には道の駅に指定され、２１年度に採択した農山漁村活性化プロジェクト交付金

事業として計画されたさっつるパパスランドですが、町長はどのような方向性をもって札弦、神

威地区の地域振興対策を実施計画するのか、所見をお聞かせ願います。もちろん、住民サービス

の充実、道の駅としての交流人口の拡大、あるいは農産物直売、地元の特産品の販売等も踏まえ

た中で、お示しいただければ幸いでございます。 

 その３点について、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまご質問をいただきました前中議員の、清里町における防災の取り組みと今後の課題、

１点目の防災時における町民への情報の伝達と、また避難勧告、これらの実績についてというこ

とでございますが、前段申し上げておきますが、避難勧告については今まで一度も清里の場合は

ないということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 これらの災害の関係、ご案内のように近年については想定を超える異常気象等によって、全国

では多くの風水害の自然災害が発生をしているところでございます。今もありましたように、そ

うした中でも、去る３月１１日に発生いたしました東日本大震災におきましては、マグニチュー

ド９．０、宮城県の最大震度は７ということで、日本の観測史上で最大規模の地震というふうに
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言われておりまして、あわせてそれにより大きな津波が発生をいたしたところでありまして、多

くの方々が被災をいたしました。そして、今なお死者、行方不明者含めて２万人を超える数の方々

の数字にのぼっておりまして、まだ行方がわからないという方が多数おります。そういうことか

ら、防災に対する意識の高まりと必要性がより強くなってきているという状況にあると思います。

国におきましては、災害対策基本法に基づき、中央防災会議が我が国の災害対策の根幹をなす防

災基本計画を策定いたしまして、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興の適切化、そして

防災に関する科学技術及び振興等の項目にかかる指針と、あわせて防災業務計画、それと各地域

における地域防災計画において、その中で対処すべき重要な事項についての基本的な考え方を示

しているところでございます。こうしたことから、各地方公共団体におきましては、この防災基

本計画に示されております基本的な指針に基づきまして、地域防災計画を策定しているところで

ございます。本町におきましても、この規定に基づきまして、清里町防災会議が策定いたしてお

ります「清里町防災計画」によりまして、地域の災害に関し、災害予防、災害応急対策及び災害

復旧などの対策を実施いたしております。防災関係機関の機能を最大限に活用させていただき、

町民の皆さんの生命、身体及び財産の保護に努めてまいっているところであります。近年は特に、

東日本大震災をはじめとし、全国各地で大規模な地震が発生いたしております。北海道におきま

しても、平成５年には釧路沖地震、十勝沖地震と続いておりますし、平成６年にも北海道東方沖

地震、そして平成１５年には十勝沖地震など、極めて大きな地震が発生している状況にあります。 

こうした中、平成７年１１月に建築物の耐震改修の促進に関する法律が施行されまして、国によ

る基本方針の策定と、地方公共団体における耐震改修促進計画の策定が義務付けられたところで

ございまして、あわせて住宅や特定建築物の耐震化率の目標も定められているところでございま

す。 

こうした中身を受けまして、本町におきましては、平成２１年１２月に清里町耐震改修促進計

画を策定し、公表しているところでございます。具体的にこの計画の内容ということであります

と、町内の住宅、また建築物の実態の把握と、大規模な地震が発生した場合における建物の倒壊

の被害、そしてこれに起因する生命と財産の被害を軽減するための、耐震化促進のための啓発内

容となっておりまして、それらとあわせて耐震性の向上を図ることを目的に策定されているもの

でございます。こうした計画の基に、町におきましては役場庁舎、トレーニングセンター、緑小

学校の耐震化工事をすでに実施をしてきたところでございます。 

また、あわせて住民の防災意識を啓発するために、平成１４年に「防災の手引き」を全戸配布

をさせていただきましたし、また６年後の平成２０年にも「防災のしおり」、そして平成２２年

に「ゆれやすさ地震マップ」というものも、広報の配布と同時に全戸配布をさせていただいたと

ころでございます。また、防災訓練の関係につきましても、現在は秋に実施されております清里

消防団によります防災訓練にあわせまして、自治会、また自主防災組織等の住民参加型による防

災訓練も実施をさせていただきまして、意識の高揚を図っているところでございます。 

また、過去の自然災害といたしましては、清里町には平成４年９月に上陸いたしました台風１

７号、これは今まで清里の観測史上初めてで、約４００ミリの雨が一気に降っております。ご承

知のように玉ねぎが斜里の海岸まで流れ着いたと、そういうような時期でありましたし、また、

中斜里の製糖工場の近くから斜里川が決壊したと、そういうような被害になったものであります。

幸いにも清里においては住民に死傷者が出るというような災害ではなかった訳でありますが、こ

うした経過を踏まえながら、万一の災害に備えて、避難場所として町民会館、生涯学習総合セン



 24

ター、コミュニティセンター、トレーニングセンター、また、札弦においては札弦センターや札

弦トレーニングセンター、緑地区におきましても緑センターや緑小学校、これらの箇所、清里町

内全体で１６施設を避難施設として指定し、災害時に備えているところでございます。また、併

せて災害の防災備蓄資材の関係につきましても、現在しておりますそういう箇所に、それぞれ毛

布だとか衛星携帯電話、拡声器、ラジオ、非常食、それらの物について準備を整えているところ

でございます。 

災害対策及び防災体制の関係であります。基本的には気象庁の警報の発令によりまして、異常

気象の発生が予測される場合におきましては、災害対策本部設置の事前対応というような形の中

で、各課管理職による情報連絡室をいち早く立ち上げることになっております。そうした中で、

気象警報、道路情報等の伝達、また被害発生予測に基づく事前準備を整えていくようになってお

ります。そうして、仮に実質的な被害が及ぶというような段階におきましては、北海道防災課、

また消防署と連携のもとに、災害が発生するその前であっても、遅滞なく災害対策本部を設置し

ながら対策に万全を期しているところでもございます。また、それ以外でも予測し得ない大規模

な火災、それから震度４以上の地震が発生した場合においては、ただちに災害対策本部を立ち上

げまして、被害情報の収集、また現地調査、災害応急活動等の対応を図ってきたところでありま

して、今後ともこういう体制で進めていきたいというふうに考えている次第でございます。 

日常的な情報の伝達等につきましては、広報・お知らせ等、先ほど申し上げました防災のしお

り等を通じながら、住民に対して情報の共有と、また啓発意欲の高まりに期待をしているところ

でもございます。さらには、出前講座等の活用などについても、今後町民に対してお話を申し上

げ、啓発活動を強化していきたいというふうに考えているところでもございます。 

 続きまして、２点目の緑ダムにおける災害への対応の関係でございます。ご承知のように、緑

ダムにつきましては国営小清水地区の畑地かんがい事業の農業用ダムとして、地域農業者、また

住民の強い要望によりまして、昭和５７年から２０年間をかけて、平成１５年にこのダムが竣工

いたしたところでありまして、清泉の奥にアタックチャという斜里川の主流の上流に設置がされ

ているところでございます。実質的なダムの供用開始につきましては、平成１８年から供用開始

を行っておりまして、網走市・斜里町・小清水町・大空町・清里町の１市４町の関係市町が、北

海道開発局から委託を受けて、斜網地域維持管理協議会を設立のもと、一括した管理を行ってい

るところでございます。 

施設のダムの安全性の関係でございますが、基本的には地震や洪水など災害に耐えうる設計と

なっておりまして、安全性につきましては、事業主体であります国において万全の体制で進めら

れたということでありまして、近代、建設された日本のダムについては、以前に発生した地震に

より決壊した箇所はないということでありまして、そういうダム設計、また地震に対する安全性

が十分に見込まれた中での建設であったというふうにご報告をいただいておりますし、また、阪

神淡路大震災などの過去の大地震においても、当該地域におけるいずれのダムにつきましても提

体への異常は出たものはなかったというふうな報告をいただいております。 

 緑ダムにつきましても、ご承知のようにダムの提体につきましては、ロックフィル工法、これ

は土や岩を盛り上げる、芯材には粘土が入っておりまして、そういう盛りあげる方式で出来上が

っております。過去に震度５弱の地震もこのダムにおいて経験いたしておりますが、全く異常が

見られるような状況ではなかったということであります。 

 また、管理体制でありますが、震度４以上の地震が観測された場合におきましては、提体及び
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周辺の状況の確認とダムに取り付けられております観測計器での確認を行いまして、安全が確認

されるまでの２４時間体制での管理を行うこととなっております。また、貯水量や堤体に異常が

認められて、ダム本体に危険があると判断される場合については、基本的には非常放流設備が備

えられておりまして、安全に放流を行うことが可能となっておりますので、こうした場合におい

ても下流に被害を及ぼすことのない、そういうような説明をいただいているところでございまし

て、ダム本体の安全性につきましては、十分安全性が保たれているというふうに理解をしている

ものでございます。また、国としても、ダム決壊の内容は検討されておりません。将来的にも決

壊は考えられないという説明を受けているところでございます。 

このようなことから、ダム本体が一瞬にして爆発的に決壊することは想定できないというふう

に考えておりますが、今回のように大雨による洪水災害という部分については一定の想定がされ

ますので、これらにつきまして、下流被害区域が想定されるハザードマップの作成について、開

発建設部に依頼してきた次第でございます。今、申し上げましたように、大雨によるダムの決壊

というのは、基本的には先ほど申し上げました、非常事態の時には非常放流装置がありますし、

一気にダム自体が洪水がもっていくというようなことは考えられませんので、そういうような対

応で進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思

います。 

 続きまして、２点目の特色ある地域振興対策の関係でございます。道の駅パパスランドさっつ

るを核とした振興方策と、交流人口の拡大と町民サービスの方法についてということであります

が、ご質問の札弦地域におきましては、現在まで関係自治会をはじめ地域の各団体・企業の皆さ

んが一体となりまして、まちづくり、福祉、教育文化、観光、産業などあらゆる面において、地

域連携のもとで積極的に取り組みが推進されているところでございます。しかし、近年は地域全

体の高齢化が進み、札弦地区では６５歳以上の高齢者の占める割合、高齢化率と言いますが、こ

れは４３．６パーセントとなっております。また一方、光岳小学校の児童数が現在２７名、また

保育所の園児が８名となっておりまして、人口が大きく減ってきている実態にもありまして、少

子高齢化による影響も強くあらわれてきているのも事実ではないかと思うのであります。 

 ただ、一方では、市街地の中心部を道道摩周湖斜里線が縦貫し、知床と阿寒国立公園を結ぶ観

光ルートと、網走・斜里と釧路を結ぶ道路交通の要所に位置しておりますし、近くにはパークゴ

ルフ場、そしてオートキャンプ場、温泉施設、そして周辺を畑作・酪農の豊かな農業地帯として

形成がされておりますし、それ以外にもさくらの滝等の観光施設等もあります。さらには北海道

屈指の合板製造工場が地域にあること、加えてスポーツや文化面で多くの人材を輩出してきたこ

となど、他の地域にはない優れた特性を持っている地域でもございます。こうしたことから札弦

地域の中核施設であります、札弦センターにつきましては、すでに改修工事に向けて既存施設の

取り壊し、解体工事に着工いたしているところでありますが、改築工事に係る所要額と、パパス

ランドの基本設計の予算につきましては、本定例議会に提案させていただいているところでござ

います。 

 ご質問のパパスランドにつきましては、温泉と生産活動室を備えた地域住民の健康増進並びに

コミュニティー施設として平成３年に建設され、平成１９年には道の駅として登録されました。

そうしたことから、観光客の増加に伴う駐車場の狭隘さと老朽化した施設の改修につきまして、

札弦地域活性化推進協議会より要望書が町並びに議会に提出されているところでございます。つ

きましては、これらの経過を踏まえ、かつ、地域住民の健康増進並びに道の駅としての機能の整
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備と、農畜産物の直売・加工・販売などによる交流人口の拡大と、新たな雇用の創出を図り、地

域の活性化を推進する拠点施設として、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業での採択を

いただき、整備を進めてまいりたいと考えている次第でございます。特色ある札弦地域の新たな

地域振興方策として、地域活性化に結びつけるためには、現在あります緑清荘、レストハウスき

よさと、緑の湯など、他の町内の公共・観光施設等と十分に連携を図り、一体となった中で、そ

れぞれの施設が持つ機能を発揮し活用することや、地域の皆さんによるガーデニング、また環境

の美化、道路清掃やそうした各種の行事や活動などというソフト面での取り組みの強化、そうい

うものを求めながら、利用者の拡大を図っていくことが基本になってくるものと認識をしている

次第でございます。札弦地域におきましては、札弦地区の３自治会と神威南自治会を中心に、地

域の民間組織、団体、企業等を網羅した「札弦地域活性化推進協議会」が自主的なまちづくりに

意欲的に取り組まれるとお聞きをいたしているところでございます。こうした札弦地域の地域住

民の協働のまちづくりの取り組みと十分に連携した中で、地域振興策を今後検討を加えてまいり

ますが、具体的な振興方策並びに基本設計における基本的な施設計画、考え方と、実施設計の概

要につきましては、これらを協議の中で十分に所管常任委員会とも協議してまいる所存でござい

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 まず１点目、防災に関連しての再質問をさせていただきます。 

 想定外という言葉が度々町長の口から発せられた中で、やはり今回、これほど想定外の地震、

津波が起こった事案に関して、日本国民皆さんが不安に思ったのもまた事実だと思います。やは

り、清里町の町民もその中でいろいろ不安はありますけれども、当町としてそれなりの防災体制

のシステムを構築させているということを今お聞きして、安堵感でいっぱいでございます。ただ、

その中で最近かなり情報化が高度化された中で、ＩＴ技術、あるいは通信機能の損傷が情報伝達

の中で麻痺するという事案が多々見られます。特に電気が失われると、今回の原発と同じように

ＰＣあるいはそのようなＩＴ関連の機器が使えない。そうなると、町民に対する伝達能力もやは

りどういう形で取り進めるのかということも出てくると思います。その点、庁舎における電源的

なバックアップ体制ができているのかという点をお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず、ダムの関係につきましては、先ほども申し上げましたように、１市４町で構成されてお

ります斜網地域維持管理協議会の管理の下で管理をされておりまして、それらの総体的な管理事

務所はご承知のように小清水町に中央管理事務所がございます。その中に常駐の職員がおりまし

て、そこにダム管理者もおりますので、そういうような中から集中管理を行っております。ただ、
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定時的にダムにも管理事務所が直接ございますので、そちらには定時的に行って内容の点検をさ

せてもらっておりますし、かつ、災害等の起きた場合においては、そういうような体制をとって

おります。 

また、役場庁舎における非常電源等の関係でありますが、基本的に非常電源を備えた施設にな

っておりまして、ここが最終的には防災の万が一のための防災本部になることになっております。

一昨年、昨年とかけて耐震補強をすべて終わらせたところでありまして、通常の災害においては

ここの場所は機能できるということになって、非常電源装置も入っておりますし、その他に災害

備蓄用として発電機の用意をさせていただいておりますので、そういう中で十分に対応できるだ

ろうというふうに思っております。 

 また、ダムの放流に伴う避難勧告とかそういう関係については、ダムの支流アタックチャから

本流までの合流点までについては、非常用の放送設備が備えられておりますし、また、車による

非常警戒をあわせてやるという手順になっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 最初の質問の方が、庁舎に対してのバックアップ電源ということで、ダムはその後にお聞きし

ようと思ったんですけれども、今説明がありまして、改めてダムは置いておきまして、まず、そ

の防災の中で今、バックアップの話、当町としてはそれなりのバックアップ体制、発電機等も確

保していると。たまたま私の身内も陸前高田の方に派遣に行きまして、その中で避難所の生活の

劣悪化、そしてたまたま時期が３月でありまして、被災者も雨に濡れたり、あるいは津波による

濡れ等でかなり体温が低体温化したというときに、避難所生活が大きな体育館、あるいは学校と

いう大きな暖房施設の中で、大変苦労していたということをつぶさに聞いております。特に、暖

房の面で電気の確保、今、町長がおっしゃいましたように、発電機というのはいかなるときでも

必要かなと私自身も思っております。 

そしてもう１点、やはり北海道は大雨ばかりでなく、冬の交通網の遮断だとかそういうことも

やはりあります。そういったときに色んな意味で生活弱者の方々あるいは老人の方々の部分で電

気等が停電になった場合の連絡の仕方等、いろいろあるんですけれども、そういう危機的な状況

に陥ったときの町としてのスタンスというか対応の仕方を、あわせてご説明できればよろしくお

願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 災害時おける対応であります。特に北海道においては冬場における色んな対応も考えていかな

ければならないというふうに思っておりまして、それらのマニュアルに基づいて、それぞれ対応

をさせていただいておりますが、特に災害弱者と言われております一人暮らしの高齢者、また障

害者などへの対応の関係であります。これらにつきましては、災害弱者名簿というのを別に作成
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をしております。これは保健福祉課、また社会福祉協議会、そしてそれらの名簿について自治会

ともこれらについては連携をとりながら、異常気象等の情報の伝達や災害時の安否の確認、また

生活支援と、こういった部分まで行っておりますし、当然、民生委員などの連携をいただく中で、

福祉的な部分を含めて対応をさせていただいているところでございます。また、そういうような

形の中と、先ほども申し上げましたように、住民の皆さんに対しましても、広報だとか防災のし

おりというようなものを通じながら、災害に対する日常からの啓発を行ってきているところでご

ざいます。いずれにいたしましても、災害が起きて避難ということになると、大変なことに現実

はなってまいります。何もなくて、今までも実質的な避難勧告はされておりません。今後もない

ことを祈っておりますけれども、万が一と、想定外という部分もありますので、そういう部分も

含めて備蓄の関係、それから避難場所の指定の関係、周知等を万全を期してまいりたいと考えて

おります。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、町長からご説明がありましたように、高齢者、生活弱者の方々の防災等の伝達をこれから

も誠心誠意きめ細やかな対応で推進していただきたいと思っております。また、今、町内におか

れまして、光ファイバーの活用方法などいろいろ検討されていることだと思いますけれども、そ

の中にもこういう防災意識、あるいは防災機能も加味した中で検討いただければなと思います。

きめ細やかな町政の対応により、町長の考える地域全体で支える福祉社会の仕組みづくりを積極

的に取り進めていただければなと思っております。 

 ２点目ですけれども、先ほど冒頭町長の方からもダムに関して管理体制うんぬんのくだりがあ

りましたけれども、改めてもう一度お聞かせ願いたい部分がございます。緑ダムの管理条例施行

規則というものが平成１４年に施行、実施されていて、それに基づき緑ダムの管理をしていると

いうことを認識いたしました。その部分で今、管理部分では小清水にあるセンターで管理してい

る。そして、そのセンターの職員が常にダムの管理棟に出向き、そして水位調査等を行っている

という体制を聞いております。その行く途中に三基の異常水位警報サイレン等の仕組み、システ

ムがありまして、最終的に管理棟、そして今お話しした三基の管理棟、計４カ所の水位以上の場

合に警報を発するという形でとられています。今、説明のように緑ダムはロックフィル方式とい

う、躯体の部分でかなりの土量、あるいは岩石等を積み重ねたダムということも認識しておりま

す。確か東京ドーム１．５杯ぐらいの岩石量を積み重ねたという、ロックフィルでも管内ではた

ぶん１番かなという規模でございます。そういう部分でかなり強度的にはおっしゃったように想

定外ということはあってはならないんですけれども、それなりに耐え得る地震にも対応できるダ

ムだとも認識しております。ただ１点、その中でやはり道道摩周線から緑ダムまでに行く過程が

かなりの距離がございます。その中で震度６、あるいは震度７になった場合、そこの管理棟に行

くまでの道路の確保が難しい。仮に、そこで一時水位が上がった場合、やはり道路の陥没等が起

きた場合に、結局は管理者が出向けれないという事案が発生するのではないかと思います。その

辺について、町としても管理組合等でご協議あったのかどうか、あわせてお聞かせいただければ

と思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの緑ダムの管理の件でございます。基本的に先ほど来申し上げておりますように、中

央管理所にすべてが集約されて、それから色んな活動が起きて来ると。それで、実質的な管理の

部分でいけば、ダムそのものは清里町の行政区域内にあります。それで、水利管理者は清里町長

ということになってございまして、また、それに基づくダムの管理条例、また規則が制定をされ

ております。それに基づく管理と運営を行っているということであります。先ほど来申し上げて

おりますように、緑ダムの雨量だとかそれ以外の災害に対する観測については、緑ダム周辺にも、

今おっしゃられましたように全部設置がされておりまして、これらのデータが全部中央管理所に

瞬時に入ってくる、そういう仕組みになっておりますので、基本的にはその部分のデータを見な

がら職員は対応をしていくという形になってまいります。また、気象庁が発する警報等もござい

ますから、それは事前警報という形の中で入ってまいりますので、そういうようなものを事前に

察知できれば、そういうような情報に基づく対応をしていくということになります。ただ、今、

最後の方にご質問をいただきましたように、実質問題、摩周湖斜里線の道道から緑ダムまでの区

間はかなり距離数がございます。また、そこにおいて、水害というのはいっぺんには起きません

ので、そちらの方の心配というのはそれほどしておりませんが、基本的に地震などで地割れで一

気に大きく陥没するだとか、ということになると車でまっすぐ行けないというような事態も、こ

れは想定をしておかなければならないかなというふうに考えておりますので、これらの対応が、

全部がなくなるということにはなりませんから、起きても地割れでそこの間をどういう対応をす

るんだというような対応になってこようかと思いますので、これらにつきましては協議会の中で

しっかりと煮詰めて参りたいというふうに考えている次第でございます。また、冬期間で吹雪で

行かれなくなるというのもありますが、これについては、除雪車等の対応がすべてできておりま

すので、そういうような中で進めていけるかなというふうに思っておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 緑ダムの周辺地域に住む、そういう人たちがやはり不安に思っているのは、異常洪水、大雨の

時にそういうふうに水位が上がったというときに、今の体制であれば、アタックチャ川の管理体

制では異常水位のサイレンは鳴る。ところが、斜里川に合流した先は、町の対応になるのかなと

思うんですけれども、その点についてこれからの対応と言いますか、これも想定の中と言うか、

架空の話ではなくて、常に現実の中で見据えた中で施策をやはり検討していただかなければなら

ないので、それもあわせてご説明できればありがたいと思いますけれども。お願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 通常の対応ということになってこようかと思いますけれども、大雨洪水などによって斜里川の

水位が上がってきたというような中で、どういうふうに住民へ対応していくかというご質問かと

思いますけれども、基本的にそこまで上がる水位というのは、先ほどちょっとお話しいたしまし

たけれども、清里の中で決壊した経過は今まではありませんので、ちょっとそういうことは想定

するのも難しいかなと。ただ、最大の想定をしておかなければならないということになってまい

りますので、それらにつきましては、当然、時間がありますから、洪水の場合は。時間がありま

すから、うちの広報車、またはそれ以外の情報の手段を使いながら、これは個別にでもそういう

被害が発生するぞとなってくれば、そういうような体制をとって、当然、その前には災害対策本

部も連絡情報室もすべて置かさることになりますし、被害が予測される段階になりますと、消防

とか警察とか関係機関がその中に全部、本部の中に入っておりますから、そういう機動力を駆使

して情報の収集と住民への周知を図り、また、避難が必要であればそういうような勧告もせざる

を得ない、そういうふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 やはりその不安、地域住民に対する不安の払拭ということに、やはり町としても誠心誠意取り

組んでいただきたい。そのことによって、やはり緑ダムを抱える当町といたしまして農家の方々

の恩恵もありますけれども、１市４町の中でそれだけのやはり危険性という言葉は適正な言葉で

はないかも知れませんけれども、そういう不安の要素も一転垣間見る施設であるということも再

認識していただきたい、かように思っております。 

 最後に、さっつるパパスランドについて再質問させていただきます。私も１９年に４自治会の

検討委員会の役員という中で参画させていただきました。その中で各委員会の中でいろいろ議論

討議されて、今、このような形でご提示されている訳でございますけれども、６月に札弦センタ

ーが解体されて、確か築４３年の札弦改善センターかなと思っております。やはり自分も地域の

中でかなり利用させていただきましたし、子どもの学芸会等はいつもあそこで実施していた中で、

一抹の寂しさというのも解体時には覚えた一人でございます。 

 そんな中で、やはり札弦・神威地区という中で、限定の中で考えれば、今、さっつるパパスラ

ンドをどうするんだという中で、色んな地域住民の方のお話しがあります。その中で私もデータ

的に調べてみまして、清里町の人口推移とちょっと精査した中で、手元に昭和５０年の町の人口、

すみません、昭和６１年ですか。町の人口がその頃６,３００人でしたか。その中で札弦・神威・

緑も含みますけれども、単純に人口比ですけれども、その割合は約３０パーセント、それだけの

人達がいた。その裏支えにはやはり管内屈指の合板工場、あるいは農家戸数、あるいは先ほど町

長がおっしゃいましたように酪農家等もございます。その後に時系列で述べさせていただきます

けれども、平成１０年、同じように人口が５,３６７名です。その中に札弦・神威・緑地区の総町

民数は約２６パーセント。ここで約５年の中でですけれども、１パーセントの減少率。ところが、
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２１年、町の人口４,６３７名。その中に札弦・神威・緑地区の全体に占める町民の割合が２０パ

ーセントに減少したと。その中でもう１点、どうしても捉えなければならないのは、就学児童、

学校の生徒数の推移はどうだったんだろうということにもう一回着目いたしまして、とりあえず

児童数の推移をやはり検討いたしました。同じように平成５年、平成１０年、平成２１年という

ちょっと短いスパンの中の話なんですけれども、平成５年であれば、児童数が光岳小学校で約７

６名です。平成１０年に光岳小学校は６３名の児童数がいた。ところが、２１年には一気に激減

いたしまして、２５名ということに推移しております。これは、単純に過疎化が進んだとか高齢

化が進んだという観点もございましょうけども、やはり地域産業の構造改革による産業構造の変

化等はございますけれども、やはり色んな施策の中でちょっとブレーキ的という言葉は良くない

かもしれませんけれども、何か手だてがなかったのかなと。要するに、働く環境の人達が住む住

まいというのは、町営住宅等ありますけれども、かなり老朽化してかなり今の時代にマッチした

ものは現実、町営住宅としては確保されていない経過がございます。やはり色んな部分でそうい

う住環境の対策というのは、目には見えていないんですけれども、需要はあったと思うんですね。

確かに、その中でさっつるパパスランドに働いている方の住居の確保だとか、あるいは昨年あた

りも札弦郵便局の職員と言うか、局長の住宅の手だてだとか、あるいは私も酪農を営んでおりま

すけれども、従業員等の住宅環境の中で、地元に確保したいという思いはあるんですけれども、

やはりなかなかそれなりの町住が確保できないというのもありました。そういう手だてと、今回

そのパパスランド、一つそういう核がありますけども、その道の駅という形で仮にこの施設が出

来上がった中で、また新たな雇用が出てきたときには、またそういうようなニーズが出てくると

思うんです。そういうこともあわせて、その３つ、トータル的に色んな施策と言うか、組合せの

中で何とかこの特色ある地域振興という核がさっつるパパスランド、札弦センターということで

考えておりますので、その辺もやはり理解していただいて、今後の町政の中で進めていきたいと

いうのが、私の考えでありますけれども、町長としての所見をできればお願いいたしたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 札弦地区の地域振興の問題でございます。札弦センターにつきましては、昭和４５年に山村振

興事業によって生活改善センターとして当初設置をされ、その後札弦センターということで支所

機能を入れながら今日にいたってきた訳でありますが、建築以来、４０年を経過したということ

で、かなり老朽化も進みまして、今回の事業の中で全面改修をするということでありまして、地

域の中核の集会施設の機能を持たせた施設になってございます。基本的には地域の人方の色んな

集会、会議、また講演とかそういう部分でご利用いただければなというふうに考えている施設で

もございます。また、これからいよいよ基本的な構想を含めて整備計画を立案していきます、パ

パスにつきましては、これは地域のそうした施設の一面、観光的な要素が十分に強い施設、要は

地域の活性化のための施設としての機能を持たせていかなければならないというふうに考えてご

ざいます。今、前段でも人口の減少等についてのお話をいただきましたように、札弦地区、子ど

もも含めて清里全体が人口が減ってきておりますけれども、その傾向は清里本町だけでなくて、
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札弦、緑にも表れているところでもございまして、特に少子高齢化、高齢化率も一番高齢化率が

高いのが緑地区でありまして、その次に札弦第１・第２が高いというふうになってきております。

要は単純に言えば、若い世代が少なくてお年寄りが多くなると率は上がっていく訳ですから、そ

んなような状況になってきているのも事実でありまして、そういうような状況もつぶさに捉えな

がら、今後あの地域にどういう手法で活性化の手法を取り入れていくんだと、これがこれからの

大きな課題になってくるだろうと思っております。私といたしましては、その中には当然、地域

の雇用の場、要は産業おこし、それらを含めた中の活性化、そして、雇用が起きることによって

若者の定住が出てきます。そうなれば、人口にも少しの余裕が出て、また、高齢化率も若干の推

移が出てくるだろうと。そして、色んな人方がそこに来ていただくことによる交流人口という、

そういう新しい取り組みも出てくるのではなかろうかというふうに思っているところでございま

して、パパスだけの設備をするという仕掛けではないというふうに考えております。当然、それ

なりの設備は必要になってきますけれども、そこに来てもらうための仕組みをどう考えていくか、

これがこれから一番大きな課題になると。設備は補助金とかもらえば一時の話ですから、何とで

もやりこなすことができますが、それを将来にわたって運営をきちっとしていくということは、

並大抵の努力ではできないというふうに考えております。当然、札弦の中核になりますし、その

一つだけのことではできないので、あくまでも本町のレストハウスだとか緑清荘だとか市街地、

そして札弦の市街地、また緑の市街地、緑温泉とか、そういうものともうまく連動をかけていく

システムをある程度作っていく。要は来てもらわなければ何もなりませんので、そういう来ても

らえるような仕組みをこれから考えていかなければなりませんし、当然、そのためには行政だけ

が、地域だけがという話にはなりません。全体でこれをこなしていかなければできないというふ

うに考えておりますので、そういうような考え方のもとで、それこそ基本理念であります住民参

加と協働と共生と。共に町を創っていくんだという気持ちの中で、この第５次総合計画との連動

性の中で進めていく必要があると理解をいたしている次第でございます。当然、地域における思

い入れ、考え方、そういうものがあるかと思いますので、十分にそこら辺もお聞かせをいただい

た中で、また、議会とも十分に検討させていただき、そして清里の活性化に繋がる一つの施設と

してどういうふうにこれから展開をしていくか、十分に検討させていただきたいというふうに思

います。また、そうした中において、居住の環境の整備という部分についても当然出てまいりま

すし、また、学校の関係についても光岳においては耐震の部分が一つ残されている部分がござい

ますので、それらについても今後検討させていただくという中で進めていく所存でありますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中議員に通告いたします。残り時間があと５分でございますので、よろしくお願いします。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、町長のご答弁の中で、全体的なシステムを考えた中でさっつるパパスの開発と言うか建設

等を考えるということでございました。やはり地域創造力、あるいは地域教育力、そして地域生

活力ですか。やっぱり地域と言えども清里町全体の中でシステムを構築する。そこにはやはり町

長がおっしゃったように財政的な問題、これもあります。今期４年間、新しい町政執行の中で我

が町の顔として、誠心誠意ご高配いただかなければならない中で、やはりトップセールスとして
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の顔、清里町の櫛引町長がいる、常に場面、場面のＴＰＯを考えながら、その場その場の話がで

きる、そういう顔になって、これからのまちづくりの営業していただければなと思います。これ

を最後に、私の質問にさせていただきます。もし何かあればよろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 札弦地区における地域の活性化、非常に重要な課題でもございます。私といたしましても札弦

地域の核施設をこれから展開をしていく訳でありますので、今のご意見等を踏まえながら慎重に、

また速やかにそうした課題に取り組みながら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解の

ほどよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、前中康男君の質問を終わります。 

 次に、田中 誠君 

 

○８番（田中 誠君） 

 先に通告しております、高齢化対策について、今回初当選されました櫛引町長の考えを、まず

お伺いしたいと思います。 

 少子高齢化と言われている現在、清里町においても人口に占める６５歳以上の高齢者の割合、

いわゆる高齢化率は町全体では３２．５パーセント、各自治会においては２０パーセントから４

０パーセント代と理解をしているところでありますが、特に緑自治会におかれましては、４８．

８パーセントという、５０パーセントになるのも時間の問題ではないかと、このように思う訳で

ございます。この５０パーセントという数字は、これを超えた地域は限界集落と言われている訳

でありますが、町長はこの数字の持つ意味をどう理解しているのかについて、ますお伺いをした

いと思います。 

 ２点目でありますが、高齢者の方々の健康についてであります。高齢者の死亡原因の割合の多

くは肺炎でありまして、この肺炎を予防するワクチンである肺炎球菌ワクチンについては、乳幼

児への接種については清里町は昨年度の補正において、他に先駆けて補助を実施してきたところ

であります。高齢者についても効果があるということでありますが、管内的に補助制度がどの程

度なされているのか。また、町内での高齢者による７０歳以上の肺炎による死亡の割合はどのよ

うになっておられるのか。その点もお聞きしたいと思います。また、肺炎球菌ワクチン接種の助

成を公費で行う考えが町にあるのか、この２点について、お伺いしたいと思います。 

 次に、児童生徒の教育環境について、教育長にお伺いをしたいと思います。 

今年度から地域保護者との要望との合意により、新栄小学校、また江南小学校の閉校に伴いま

して、清里小学校と統合いたした訳でありますが、新入学児童は別といたしまして、両校の在校

生にとっては環境が大きく変わったと思われますが、２ヶ月半を経過して、学校に保護者等から、

公式、非公式問わず児童の様子について情報があればお聞かせ願いたいと、このように思う訳で

あります。また、教育行政の責任者として、この統合についてどう捉えているのか、この点もあ
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ればお聞きしたいと思います。 

 ２点目でありますが、清里高校の今後についてお伺いをしたいと思います。清里高校は、他の

高校への通学が難しい小規模校が対象になる、１学年１学級での存続が認められ、地域キャンパ

ス校に指定されまして２年が経過した訳でございます。先の新聞報道によりますと、道内では初

のキャンパス校の募集停止が発表された訳であります。少子化で中卒者の減少、これは今後も減

少傾向にある訳でございまして、清里高校においては、入学者数はこの先どのように予想されて

おられるのか。また、地元中学からの清里高校への進学はどのような傾向をたどるのか、どう思

われているのか。また、道教委が今月７日に発表した２０１２年から１４年度の公立高校配置計

画案によりますと、斜里・小清水・清里の３町の高校の在り方について検討が必要であると報じ

られている訳でございますが、教育長はこのことに対してどのような認識を持っておられるのか。

また、今後の対応としてどのような考えでおられるのか、この２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 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま田中議員よりご質問をいただきました、高齢化対策につきましてお答えを申し上げた

いと思います。 

 １点目の清里町の高齢化率について、高齢化率の上昇に伴う課題と方策についての質問でござ

います。我が国の人口構造は国民の生活水準が向上し、公衆衛生の向上、また医学の進歩も相ま

っておりまして、平均寿命が著しく延びてきております。世界一と言われる寿命になってきてい

るところでもあります。また、そうしたことから少子化と相まって高齢化が急速に進んでおりま

して、介護保険制度が施行されました平成１２年度は６５歳以上の高齢者は２,２００万人、それ

から６５歳以上の高齢者が総人口に占める割合、いわゆる高齢化率は１７パーセントと、これが

平成１２年度の数字でございます。また、国立社会保障人口問題研究所が推計をしたところによ

りますと、平成３２年には高齢者が３,５９０万人、高齢化率は全国２９パーセントに達すると、

こういうふうに推計がされておりまして、国民の３．５人に１人が６５歳以上の高齢者になると

言われているところでございます。高齢化されまして寿命が長くなりますから長寿社会と言うこ

とで、この部分については世界的にも高く評価されるべきものでありますけれども、何分にも類

例のないスピードで高齢化が、また少子化が進んでおりまして、こうした影響は社会的に大きく

深刻な影響を与えているというふうに捉えているところでございます。また、清里町の高齢化の

現状であります。清里町における６５歳以上の高齢者人口は、平成１２年、先ほど申し上げまし

た介護保険制定の年度でありますが、この時点では１,３４６人という数字でありまして、高齢化

率は２４．８パーセントという数字でございます。これが今現在、５月末ということでご理解を

いただきたいと思いますが、６５歳以上の高齢者が１,４６７人、高齢化率は３２．３パーセント

となったところでございます。ちなみに７５歳以上の後期高齢者と言われている年齢層におきま

しては、平成１２年には５８８人でありましたが、現在では８１７人に大きく伸びているところ

でもございます。次に地域ごとの高齢化率の関係でございます。今年５月末の地域別の高齢化率

でありますけれども、一番低いのは上斜里中地域の２４パーセント、これが清里で一番低い率に
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なっております。そして先ほどもありましたが緑地区が４８．６パーセントということでござい

ます。また、それ以外にも先ほども申し上げました札弦第１・第２については４５パーセントを

超える、そういうような状況になっております。このまま高齢者だけの世帯が増えてまいります

と、地域を支える若い世代の人が減っていきます。こうしたことで、ちょっとした日常的にやら

なきゃならないことに支障がある人、また本当に自宅で生活が可能な方でさえ、そうした支えが

なければ生活基盤が揺らいでしまうと、そういう恐れも生じているのも現実かというように思い

ます。そうした中にあって、現在の町の仕組みの中では自治会のボランティア、またボランティ

アセンター、そして社会福祉協議会、民生委員協議会とそうした福祉関連のシステムの中におい

て連携を取りながら協議を進めてまいっておりますし、それ以外にも色んな団体、機関を通じ、

見守り、またボランティア活動の中で安否の確認等を行わさせていただいているところでござい

ます。基本的には介護保険制度による在宅の支援というのもございまして、ホームヘルパーがそ

の介護保険の対象となられている方に対しましては、安否の確認、生活相談、訪問サービスとい

うような展開を行っているところでもございますし、また、社会福祉協議会に委託事業としてお

願いいたしております送迎サービス、また送迎介護サービス、そして給食ボランティアの方々の

協力をいただきながら、一人暮らしや高齢者の方々へのそうした対応をさせていただいていると

いうような状況でもある次第でございます。いずれにいたしましても、高齢者が住み慣れた家庭、

そして地域において、そうした豊かな知識経験を活かしながら生きがいを持ってこれからの生活

を送っていただける、そうした環境づくり、ネットワークづくりが極めて重要になってくるとい

うふうに考えてございまして、それに向けた町全体としての仕組みづくりとネットワークづくり

のもとで地域づくりのそうした役割がこれからも強く求められていくものというふうに考えてい

る次第でございまして、それらについても今後関係の団体機関とも十分に連携をとりながら進め

てまいりたいというふうに考えている次第でございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから２点目の、高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの接種の関係。特に近隣町村の助成の状

況とそれらの対応の関係についてのご質問であります。清里町におきましては、平成１６年に平

成１７年から２６年までの１０カ年計画を期間といたしまして、清里町健康づくり計画を策定い

たしまして、健康増進、疾病予防対策、特定健康診査、がん検診などの各種検診事業、そして健

康づくり事業の実施などを基本に保健・福祉・医療・教育部門が一体となりまして、地域住民、

職場、また事業所、そして健康づくり推進協議会との連携のもとで、それぞれの事業を展開をし

てきたところでございます。また、平成２１年には人口の減少、高齢化の進展、また出生数の減

少などの社会構造の変化に対応した点検・評価・見直しを行った中でこの計画を策定していると

ころでございまして、その計画に基づいてそれぞれの事業を展開いたしております。高齢者の健

康づくりにつきましては、７４歳までは本町の国民健康保険の被保険者を対象として、７５歳以

上の方については後期高齢者医療対策、これらについては広域連合が北海道にありますので、こ

の広域連合の委託を受けて特定健診や特定保健指導を実施してきているところでありますし、ま

た、季節性のインフルエンザと新型インフルエンザへの対応といたしましては、１５歳以上の方

の予防接種の費用の助成を行い、支援を行ってきたところでもございます。そうした中で、ご質

問の肺炎球菌ワクチンの関係でございます。参考までに申し上げますが、日本の死亡者の病因別

の割合でいきますと、肺炎につきましては、がん、心疾患、脳血管障害、これに次ぐ第４位とい

うことで、全体のパーセントからいきますと９．９パーセント、約１割と言われております。そ

して、さらに肺炎の内の肺炎球菌の感染によるもの、これにかかるものが、さらに肺炎の内の４
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分の１から３分の１というふうに言われているところでございます。そして、この肺炎球菌ワク

チンにつきましては、球菌そのものには有効なワクチンとして扱われているところでありますが、

その他の肺炎、肺炎球菌以外の肺炎については、それには効果がないということでございまして、

すべての肺炎に有効に効くということにはいたっていないところであります。最近では、院内で

の抗生物質の効かない耐性菌というのが各所に出ておりまして、非常に話題になっているような

ところもありますが、このワクチンはその耐性菌に効くということだそうでありまして、現在、

こうした対応の中からそれぞれ各町村において対応が進められてきております。参考までに、こ

の網走管内１８市町村がございますが、その内今年度は１１の市町村において費用の助成が何ら

かの形で行われております。また、この斜網の関係でいきますと、隣の斜里町、小清水町が助成

を行っているというような状況でございます。そうしたことを踏まえながら、これらの耐性菌に

対する有効性と、そしてまた一面、それ以外の肺炎については効果がないというようなこと、全

体を含めて対応していかなければならないというふうに考えておりますが、全体として今現在、

清里町で肺炎になって亡くなられる方の肺炎球菌での率というのは、ちょっとつかめない状況に

はありますけれども、先ほど申し上げましたように、一定の効果が期待できるということも事実

であり、そうした中でそれぞれの市町村においての対応が始まってまいっておりますので、本町

につきましてもそれらの対応について前向きに検討していきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解をいただきたい。また、このワクチンの接種については、医療機関でなければできな

い訳ですから、当然、医療機関としての考え方、先生の考え方も実はあります。そういうような

部分での調整対応をし、かつ、高齢者の皆さんへの周知、理解をいただく中で進めていくという

形になってまいりますので、まだまだもう少しの時間を要しますので、これらについてもご理解

をいただきたいというふうに考える次第でございます。 

 続きまして、児童生徒の関係につきましては教育長より申し上げますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長の答弁が長いので、今で１２分ですよ。再質問をする時間がなくなりますので、簡潔にお

願いしたいと思います。 

 次に、教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

田中議員の質問について、お答えを申し上げたいと存じます。 

１点目の、小学校の統合における現状と課題についてでございます。ご案内のとおり、江南・

新栄両小学校につきましては、本年３月末をもって閉校し、清里小学校へ統合となりました。閉

校にあたっては、両校の協賛会・ＰＴＡ・自治会など関係者のご尽力により、閉校式・思い出を

語る会、また記念誌の発行など、心に残る閉校事業を企画、実施していただきました。また、清

里小学校への統合後の対応については、一昨年より両地域のＰＴＡをはじめとする地域関係者の

方々と数度にわたり話し合いを行い、統合後における子供たちの通学手段や学校での生活面、学

習面などについてスムーズな移行ができるよう努めてきたところでございます。 

 通学の対応につきましては、遠距離通学児童生徒の通学費補助要綱に基づき通学費補助を行な

うとともに、中学校のスクールバスの利用を可能とし、さらに、可能な範囲で小学校児童家庭の
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配置に合わせて一部路線変更を行っております。また、バス停留所につきましても学童保育通所

児童のため、生涯学習総合センターを経由するとともに、新たに清里小学校前及び江南・新栄両

小学校跡地にバス停留所を設置し、子供たちの安全な登下校に配慮いたしております。この他、

統合により清里小学校の児童数が増加いたしましたので、特別な支援が必要な児童等への対応と

して、今年度より特別支援教育支援員を配置いたしております。 

 また、学童保育におきましても児童数が増加しておりますので、指導員を１名増員するなど、

統合にあたっての対応を図ってまいりました 

 なお、学校における日常的な生活面や学習面においては、平成２２年度中に清里小学校との交

流事業を実施し、子供たちの交流を深めることにより、スムーズな移行に努めてきたところでご

ざいます。統合から２ヶ月ほど経過いたしましたが、ＰＴＡからの要望については、バス停の降

り口だとか、小さなことがございましたし、また、新栄が剣道少年団がありましたので、清里小

学校の体育館を使用させていただけないか等、色んなそういった小さな部分はございました。学

校の校長からの報告も聞いた訳ですけれども、学習面やそれ以外の活動においては、地域の隔た

りもなく、一緒に仲良く過ごしているとのことでございます。このように、現在の状況といたし

ましては、全般的に順調に推移しているところでございます。今後、２ヶ月半を経過した段階で

ございますので、色んな課題が生じた場合については、学校、ＰＴＡとも十分連携を取りながら、

対応してまいりたいと考えております。 

次に２点目の、清里高校の今後について、地域キャンパス校の関係についてでございます。北

海道の高校配置の基本的な考え方は、平成１８年３月に策定されました「新たな高校教育に関す

る指針」に基づき、教育水準の維持向上を図るためには一定の学校の規模が必要との考え方から、

１学年２学級以下の高校は、原則、諸条件を勘案しながら順次再編整備の対象となることとなり

ましたが、特例として、地理的状況等から再編が困難で、かつ地元からの進学率が高い場合は、

地域キャンパス校の指定を受け、存続することができます。清里高校につきましては、ご案内の

とおり、平成２１年度より網走南ヶ丘高校をセンター校とする地域キャンパス校となり、１学年

１間口となっております。北海道教育委員会においては、本年６月７日に平成２４年度から２６

年度までの公立高校配置計画案を発表しました。さらに平成２７年度から平成３０年度までの４

年間の見通しを示しております。これによりますと、本町の属するオホーツク東学区、斜里郡３

町、網走、大空町ですが、それについては、平成２４年度から２６年度までの３カ年については

再編の対象ではございません。平成２７年度から３０年度までの４年間の見通しの部分でござい

ますが、学区内において１学級相当の調整が必要であること、また、斜里郡３町による高校配置

のあり方について検討が必要、との内容が示されております。地域キャンパス校としての高校存

続のためには、１学年の在籍者数が２０人を下回らないことと、そして地元からの進学率が高い

ことが条件となることから、町といたしましては、清里高等学校総合支援対策事業等により清里

高校への支援を進めてまいっております。 

 支援対策の内容としては、従来の高体連等出場経費、進路指導、資格取得にかかる経費補助に

加え、今年度より新しく「特色ある学校づくり推進事業」を追加し、学力向上やクラブ活動など、

魅力ある学校づくりのための経費に対しての支援を行います。また、新たに各小学校・中学校・

高校で、連携推進協議会を設置いたしまして、小・中・高、一貫して子どもたちが高校の理解を

示していただく、また連携して何かをやりたいということで、そんな取組みを行っております。

その中では是非小・中・高校が連携して夏休み・冬休みに学習サポート事業をできないかという
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ことで今、検討しているところでございます。そういう中で、中学生が高校をより理解していた

だいて、高校に一人でも多く入学していただきたいと考えております。 

 しかし、そういう中、児童生徒数の減少や進路希望が多様化している中で、将来にわたって地

域キャンパス校として２０名以上の生徒を確保していくためには、今まで以上に魅力ある学校づ

くり、そして地元の高校としての町民の皆さん理解と協力が不可欠というふうに考えております。

現状を申し上げますと、本年度の清里高校の入学者数は２６名でございます。内訳は地元が２４

名、町外、これは斜里町からですが２名となってございます。 

本年の中学生の卒業者数は４１名でございました。その内２４名が地元に入っておりますので、

率にして５９パーセントというふうになっております。 

現在、清里高校については、学校の基本方針の中で、魅力ある学校づくりということで、少人

数教育のメリットを生かした色んな学力向上対策や、地元高校のことを町民の皆さんに知ってい

ただくために、学校だよりの全戸配布、また地域イベント等に出ていただいたり、大変努力をし

ていただいているところでございます。特にご質問にありました、斜里郡３町の高校配置のあり

方について、現段階、どんな検討がされているというご質問でしたが、この部分については、先

ほど申し上げましたように、平成２７年から４年間の見通しということで、道教委が記載をされ

たものでございます。具体的に申し上げますと、現段階、具体的な検討、また道教委からの相談

についてはございません。以前に、高校配置計画の説明会が中学校であった訳ですけれども、そ

の中でもＰＴＡの方からは是非存続をさせていただきたいという話も多数出ておりました。そし

てまた、数字的に見ましても２７年度以降、何年か多少厳しい卒業生の時期もありますが、その

後、若干増える傾向もございますので、できるだけこの高校が地元にあることは、夢は大変大き

いものがありますので、今後とも、町議会、関係機関ともご協議申し上げながら、できる限りの

支援をしてまいりたいと考えております。 

以上、申し上げまして答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中 誠君。 

 

○８番（田中 誠君） 

 まず、高齢化対策からお聞きをしていきたいと思います。町長の執行方針の中で、地域の福祉

力を高める社会づくりと述べておられますが、少子高齢化社会に対応するには大切なことだと私

もそのように感じるところで、すでに高齢者が高齢者を支えていかなければならない状況。先ほ

ど町長の説明の中でも各地区のパーセントをお聞きした訳ですけれども、そういった状況がこれ

から起きてくる訳です。この点について、今後どのように考えておられるのか、お聞きしたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 高齢者への福祉の対応ということかと思いますけれども、日常的に色んな面で高齢化が進んで
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くると機能しなくなる部分が多々ございます。そうした中で、今までも自治会の皆さんを中心に、

また自治会のボランティアの皆さんを中心に、色んな対応がされてきております。全体の枠とし

てはそういうような中と、基本的には日常生活におけるお付き合いと言うか、絆というものをし

っかり構築しておかなければならないだろうと思っております。いずれにいたしましても、社会

福祉協議会、ボランティアセンター、民生委員活動、または自治会のそれぞれの活動、これらの

ものをきちっと連携を取りながら、不便のないような、日常生活に支障をきたさないような対応

をしていけるように、色んな面からこれからも検討・協議を加えていきたいというふうに思って

おります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中 誠君。 

 

○８番（田中 誠君） 

 細かいことを言わせてもらいますと、緑・札弦にも商店がかろうじてと言うと言い方が悪い訳

ですけれども、ある訳でして、そういった商店もなくなってくると、大変な事態が発生するので

はないかと思う訳です。買い物、また病院の通院、日常生活においての交通手段をとって見ても、

公共交通機関には限度がある訳でありまして、何らかの方法を用いて支援体制を今後整えていか

なければならないのではないかと、このようなことも考える訳でありますけれども、この点につ

いて、どのような考えを持っておられるのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 そうした実情にならなきゃいいなと思っておりますけれども、基本的にそれぞれの日常生活で

ありますから、先ほど来申し上げておりますように、平素からの近所付き合いをしながら、絆を

強めていただいて、そしてお互いがお互いを支え合うという手法でいかざるを得ないのかなと思

っておりますが、ただ、ご指摘のありましたように、だんだん人口が少なくなると、お店も撤退

していなくなってしまう場合もあるのではないかというようなことでありますから、これらにつ

きましても、これから商工会の方ともいろいろ相談しながら、商店としての何と言うか、出前と

言いますか、そういうような手法での取引のあり方とか、色んな部分の検討できる部分がまだま

だあるのかなと思っております。また、今現在、移動販売をやられている方等もありますので、

これらの部分を含めながら日常生活に支障のないような手法が、どういうような形でとられてい

くのが最もいいのか、これらについても関係の方面とも十分相談しながら、今後の対応を考えて

いきたいというふうに考えております。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中 誠君。 

 

○８番（田中 誠君） 
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 そういったことも十分に検討を早急にしていかなきゃならない、このように感じているところ

であります。 

 次に、一人暮らしだとか高齢者の夫婦の世帯、これらについても町でも社協、ボランティア関

係だとかを通じて、そういう見守りがなされている訳でありますけれども、この点についても、

今後新たな発想での対策が必要かと、そのように思う訳であります。 

それともう１点、高齢者の交通事故が全国的にも歩行者事故が多くあると報じられている訳で

ありますけれども、この点について、高齢者の交通指導、運転免許証の場合には７０歳でしたか、

７５歳から特別講習を受けるということがあるんですけれども、歩行者について、そういった面

はどのように指導と言ったらおかしいかもしれませんが、そういうことがなされてきているのか、

その点についてお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 高齢者の見守り等について、また新しい角度からというようなご意見でもございました。幸い

にして清里の場合、光ケーブルが今回全戸に一応入っていくことになりました。そうした中に、

従来の緊急通報システムの方式が一つあるのと、元は健康の部分で「うらら」と言う機械が実は

入っておりましたが、これが耐用年数が切れて、今はもう使われない、そういうような状況であ

りますので、光ケーブルを活用したそういう福祉システムについても、今後早急に検討させてい

ただきたい。どういうスタイルがいいのか、これらについても今後の課題ということで捉えてい

るところでございます。 

 それから、高齢者に対する交通安全の関係であります。清里町でも一昨年に高齢者の方が車で

死亡事故が起きたというような状況でもございまして、昨年、高齢者の皆さんには、夜光反射材

と言う物を付けてくださいということで、反射材の配布をさせていただきましたし、また、自転

車等も結構無灯火で走られているご高齢の方もおりますので、そこら辺についてのご指導も申し

上げながら進めてきている状況でございます。今後とも町の交通安全、また防犯協会、そうした

組織等もございますので、そういう関係の皆さんと、それと老人クラブ等がそれぞれ地域にはご

ざいますので、そういうところにもタイミングを見ながら啓蒙啓発をしていきたいというふうに

考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中 誠君。 

 

○８番（田中 誠君） 

 交通対策について、具体的に清里の中央商店街の五叉路は、車の通りも激しいのでみんなも気

をつけるし、信号機も付いている。高齢者に関わらず、最近私が気になるのは、セイコーマート

の所の複雑な交差点、また緑の駅前のスーバーにお年寄りの方が買い物に行くあそこの交差点、

特に危険だなと感じている所なんですが、そういった所もなかなか信号機を付けると言っても難

しい問題もあろうかと思うので、ちょっと私もうまく言えない訳ですけれども、町内の交差点の
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危険箇所の「危険マップ」みたいな物も、簡単な物でもいいので作って、特にここは特に注意す

べき交差点とかといったもの、いい言い方ができないですが、そういったことも考えていただき

たいと思う訳であります。 

 次に、肺炎球菌ワクチンについて、先ほど町長から詳しく説明があった訳でありまして、私も

いろいろ調べて見ますと、アメリかなどでは６０パーセントぐらい、高齢者の方がこのワクチン

を接種していると。そういった中で、これを１回することによって５年間は有効ですよと。そし

て、５年過ぎてもピタッとなくなる訳でもない。今、日本では、私の調べた中では１回しか認可

されていないということだったんですけれども、また５年過ぎるとその健康状態によってはでき

るということらしいんですけれども、そういったことで事前に予防をして、国保会計の方から考

えてもやはり肺炎球菌のワクチンは有効かなと。そういったことで来年と言わず、できるもので

あれば早急に検討してやっていただきたいと、このように思う訳であります。その点について、

どのようにお考えかお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず、前段の道路の危険度の危険箇所の関係でありますが、標識等の関係についてはどうして

も公安委員会ですか、そちらの許可をいただかなければならないということで、そこが調査に来

て、実質的に危険の度合いを確認した上でないとなりませんので、違う意味において、何かいい

方式等があれば検討させていただきたい。ただ、あまり大げさにいろいろ付けてしまうと、いろ

いろなことも起きますので、これについては時間をいただければというふうに思います。 

 それから、ワクチンの関係でございますが、これもご質問のとおりでございますが、基本的に

一定の効果が認められるということで、各所で始まってきておりますので、先ほども申し上げま

したように、医療機関の指定だとか、単価のことだとか、先生自体の認識も結構あるものですか

ら、そこら辺の調整をさせていただく中で、年度途中で不公平感が出ても、ちょっとまた色々あ

りますので、そこら辺じっくりと構えながら、そしてまた迅速に一定の方向性は出していきたい

というふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中 誠君。 

 

○８番（田中 誠君） 

 是非そういったことで、限界集落と言ったらちょっと言い方が悪い訳ですけれども、そういっ

た状況になりますと、地域の行事、また色んな面で支障が出て、地域産業の停滞にも繋がるとい

うことで、できるだけの努力を。これは行政ばかりでなくて、町民挙げて協力できることも色ん

な面で考えて協力をして、できるだけ地域を守っていく、そういうことで進んでいきたいとこの

ようにお願いをするところであります。 

 次に、児童生徒の教育環境について、まだ２ヶ月半しか経過していない訳で、先ほど教育長の

説明もいただきました中で、学習面においては順調に、また友達同士も仲良く推移しているとい



 42

うことをお聞きしまして、大変安心しているところであります。また、こういった教育長も常々

学校とも連携を取りながらそういった情報はお聞きすると思う訳ですけれども、学校側、そして

またＰＴＡ・父母側、そういった中での検証と言いますか、そういったことが大変必要ではない

かと。情報を聞くと。それともう一つ、そういった検証をやっていくと、もちろん、そういうこ

とは考えられていると思うんですけれども、どの時期にそういうことを考えていくのか、その点

をお聞きしたいと思います。また、今後未来永劫にわたりまして、新栄、江南地区の児童は清里

小学校に通学する訳でございますけれども、現在の通学手段について、児童保護者・学校などと

の意見を参考として、今後また改善をする考えは。今は学童保育、また通学補助金といったこと

で対応ということなんですが、今後、それらについての検討もしていく考えがあるのか、その２

点をお聞きいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 １点目の、統合後における色んな課題等の、そういう聞く場だとか、そういう検証の時期と方

法等についてのご質問だったかと思います。先ほど課題等小さな問題ということでお話しました

が、ちょっと表現が悪かったかと思います。訂正申し上げたいと思います。具体的な部分で、閉

校の前からお話があった部分で、いろいろすでに改善してきたという部分については、学童保育

で預かって、学童保育の先生方がバス停まで送るだとか、そういうきめ細かな対応をさせていた

だいたり、バス停の関係もご要望がありましたので、それぞれ元の学校跡に立てさせていただい

たとか、すでにやっている部分もございますけれども、今後の部分でございますけれども、学校

とは常に父兄の方からのお話は教育委員会の方に挙げていただくというスタンスは常にとってお

ります。それを中心になろうかと思いますが、場面的には学校評議員という制度も実はございま

すので、そこら辺の時点からのご意見を伺ったり、またＰＴＡの懇談会という場も昨年実施して

おりますので、そういう場からのご意見をいただいて、反映している部分もございますので、色

んな部分を含めまして、また直接教育委員会の方にご意見をいただいて、改善できる部分につい

ては改善してまいっておりますので、そういうことで全方位でご意見、要望を聞きながら進めさ

せていただきたいと考えております。 

 また、通学手段の改善の関係でありますが、先ほどご答弁申し上げましたように、通学手段に

ついては、中学校のスクールバスを利用していただいているというのが基本でございまして、現

在の実際のバスを利用している関係については、ほぼバスを利用しているというような実態、現

状がございます、そんなことでバスの関係については、最大限と言いますか、現在の中学校バス

の始業時間がございますので、それに合わせる時間で設定しないとならないので、最大限回れる

部分でやって、現状精一杯でございます。今後、改善するとすれば、新栄、江南にとどまらず、

今現在、実際遠くからそれ以外の部分で清里小学校に通学している、距離が４キロ以上とかたく

さんございますので、それらをすべて見直す中で再構築しなければならないという部分はござい

ますので、現在のところご理解をいただいて、お願いをして進めさせていただいておりますので、

当面、この形でできればというふうに思っております。今後、また色んなご意見が出れば別かと

思います。そんなことでよろしくお願いいたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 田中 誠君。 

 

○８番（田中 誠君） 

 今、教育長の答弁がございましたが、江南、新栄地区、それに関わらず向こうの萱野地区と言

いますか、あちらの方も遠い訳でありまして、新栄、江南ばかりにこだわらず、そういった通学

環境の整備も徐々に保護者との話し合いの中で検討も進めていただきたいということで、お願い

をしておきたいと思います。 

 次に、清里高校について、先ほど教育長の方から説明いただきまして、２７年から３０年かけ

て３町のあり方についての検討ということで理解した訳で、少し安心している訳ですけれども、

今後の中学校の卒業の状況も、一時は厳しい時もあるけれども、またその後上がると。しかしな

がら、ぎりぎりのところをいっている訳で、なかなか厳しい状況と。もちろん、先ほど教育長が

言われたように、地域挙げての高校のバックアップ、そういうようなことが大切なことで、これ

からも皆さんで努力して頑張っていかなければならないと、このように感じているところであり

ます。それと、やはりいつまでもあればいい訳ですけれども、斜里郡３町との話し合いも募集停

止になってから慌ててというのも大変な状況でもあるので、この点についても何らかの機会に、

機会を作ってでも話も徐々に必要かなと、そういうことも考えられますので、そういったことに

ついても一つ考えていただきたいと、このように思う訳であります。 

 最後に、今回の高齢者対策、教育問題全体を通じまして、行政を担う最高責任者として町長の

考え、そしてまた、教育行政を担う責任者として教育長の考え、それぞれの立場でありましたら、

それをお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど来ご質問をいただいております、高齢化率と少子高齢者の関係でございます。清里は過

疎地に指定されておりまして、年々人口が減っております。こうした中において、先ほど来お話

をいただきましたように、町にはそれ以外の色んな部分での地域資源がございますので、こうい

うものを使いながら、また今まで先人の皆さんが整備をしてくれた素晴らしい町のそうした設備

なども活用しながら、これからの地域づくり、活性化に向けて取り組んでまいりたいというふう

に考えております。いずれにしても、これから財源的にも大変に厳しい時代が来るというふうに

考えておりますので、あれもこれもという形にはどうしてもなり得なくなってくるというふうに

理解をいたしております。あれかこれかの精神で、そして町民の皆さんとともにみんなでこの町

をつくっていくんだと、みんなでこの町を良くしていくんだという気持ちの中で取り組んでまい

る所存でございますので、今後ともご指導をまたよろしくお願いを申しあげたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 
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○教育長（村上孝一君） 

 １点、高校の関係で補足したいと思います。田中議員がおっしゃられましたように、厳しい年

度も実はございます。そういう部分で一番大切なのは、やっぱり地元の学生がいかに清里高校に、

今６割弱でございます。できれば７割とか、進学していただければ２０人をクリアすることがで

きるということがあります。そんな部分で、いろいろ小・中・高も連携しながら一人でも入って

いただく、そういう魅力ある学校づくりに教育委員会としても力を支援していきたいというふう

に考えております。よろしくお願いいたします。 

 また、最後になりますけれども、清里町の教育につきましては、先輩の各理事者、議員の皆さ

んのおかげで、教育施設は大変充実した環境の中にございます。これからは、いかにソフトの部

分を入れて、学校が工夫をして、子どもたちが少しでものびのびと、また学力が上がるような施

策を打てるような、そんな部分で教育委員会としてもご提案申し上げました交付金だとか色んな

部分で支援をして、より良い学校づくりをしていきたいと思っておりますので、どうぞご支援を

よろしくお願いいたします。 

 

○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。 

 ここで、３時２５分まで休憩といたします。 

休憩 午後 ３時１３分～ 

再開 午後 ３時２５分   

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

すでに上程されております、日程第１１ 議案第３６号 平成２３年度清里町一般会計補正予

算（第１号）から日程第１２ 議案第３７号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号）まで、都合２件を一括審議します。 

 

○議長（村尾富造君） 

議案第３６号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第１号）の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 すでに上程されております、議案第３６号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第１号）

について、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、平成２３年度は去る４月に地方統一選挙が実施されておりますの

で、義務的経費を中心とした、骨格予算の編成となっていることから、新たな政策的な予算や、

国・道の予算編成で確定したものの追加及び事業費補助・団体補助等の補正を提案いたすもので

あります。補正の総額は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ６億８,７０４万７

千円を追加し、予算の総額を４３億５,３０４万７千円とするものです。第１条第２項につきまし

ては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条の債務負担行為並びに第３条の地

方債の補正につきましては、議案書を５枚お開き願います。まず、第２条の債務負担行為の補正
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についてご説明いたします。第２表のとおり、１の追加につきましては、農業経営基盤強化資金

利子助成事業（その１７）について、期間並びに限度額を記載のとおり定めるものです。議案を

１枚お開きください。第３条の地方債の補正につきましては、第３表のとおり、１の追加につき

ましては、定住団地整備事業債の限度額を１,３３０万円、地域資源活用交流促進施設（札弦セン

ター）事業の施設整備に伴う農山漁村活性化プロジェクト支援事業債の限度額を 1 億２,２５０万

円、農道保全対策事業債の限度額を２００万円、道路新設改良事業に伴う社会資本整備総合交付

金事業債の限度額を２,４５０万円、それぞれ起債の方法、利率、償還方法で補正を行うものです。

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。始めに、今回補正提案させて

いただく主な施策・事業の内容についてご説明申し上げますので、別冊の審議資料をご用意願い

ます。審議資料は７ページ、平成２３年度一般会計補正予算主要施策事業調をお開き願います。

なお、事業費内の上段の（ ）内の数字は、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ますので、特異的なもの以外は説明を省略させていただきま

す。総務費・財産管理費・財政調整基金積立金事業の補正につきましては、農業振興資金の廃止

に伴う出資金の返還金、１億３,７９７万３千円、及び清里町神威の原田守雄様から１００万円を

社会福祉振興のためご寄附をいただきましたので、財政調整基金に積立を行うものです。次の、

行政情報システム管理費・光ケーブル移設事業につきましては、道道向陽清里線及び道道摩周湖

斜里線の拡幅工事に伴う光ケーブルの移設であります。財源は移転補償金になり、事業費１９８

万５千円を計上いたしております。企画振興費・グランドデザイン策定事業につきましては、昨

年策定いたしました第５次清里町総合計画の土地利用、施設整備などの取り組みをグランドデザ

イン化するものであります。事業費は２００万円を計上いたしております。次の、定住促進団地

整備事業につきましては、定住人口の拡大を図るため、新町公営住宅跡地に定住分譲団地の整備

を行うものです。事業費は４,８５０万円となっており、財源内訳は記載のとおりであります。財

源内訳のその他・基金繰入金は、公共施設整備基金を充当しています。花と緑と交流のまちづく

り事業の補正につきましては継続事業となります、中学生・高校生派遣研修事業の経費と、一般

町民海外派遣研修を実施するための事業費として８４０万７千円を計上いたしております。財源

内訳のその他・基金繰入金は、ふるさと基金を充当して参ります。続いて、農林水産業費につい

てご説明いたします。農業費の農業振興事業につきましては、町単独の継続事業であり、１,７０

０万円を補正計上させていただき、地力増進対策事業、以下記載の内容により、農業振興計画に

基づく総合的支援を行っていくものです。次に、農業者戸別所得補償制度推進事業につきまして

は、本年度から新たに導入されます制度の普及・交付申請など要する事業費、１５０万４千円の

補正を行うものです。次の８ページ、道営整備事業につきましては、きよさと地区道営畑地帯総

合整備事業など、土地改良に要する経費や事務費、また、農道整備の負担金など２,３９２万１千

円の補正を計上して参ります。なお、特定財源としては、農地・水・環境保全向上対策事業に係

る補助金が１５万円、 食料供給基盤強化特別対策事業補助金が６１２万円、道営整備事業監督補

助業務委託金が３５万２千円、その他の財源は、道営事業受益者分担金が８４０万円、残り６８

９万９千円は財政調整基金繰入れとなっております。農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事

業につきましては、札弦センターの建設に伴う工事施工監理委託が４６０万円、工事請負費２億

６,０４０万円、及び札弦南道路の用地測量、実施設計、土地購入などの事業費７３１万２千円を

補正するものです。事業費は合計で２億７,２３１万２千円となっており、財源内訳は記載のとお

りであります。財源内訳のその他・基金繰入金は、公共施設整備基金を充当しています。林業費・
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製材等流通経費補助事業につきましては、町内林産企業の経営安定を支援するため、事業要項に

よる流通経費の一部補助１,５００万円を計上しております。続いて、商工費の商工振興事業につ

きましては継続事業となりますが、現在、積極的に取り組まれている、商業観光振興対策事業を

はじめ、記載の振興事業の支援に４３０万円の補正を計上いたしております。次の、店舗出店等

支援交付金事業につきましては、新たな事業として、店舗の新築や空き店舗を活用した新規営業、

新商品の開発などにより、雇用の創出と地域経済の活性化を支援するため、事業実施要綱を基準

に補助を行うもので９００万円の補正を計上しております。財源内訳のその他・基金繰入金は、

財政調整基金を充当しています。次の、住宅リフォーム促進補助事業につきましては、新たな事

業として、住宅の安全性と耐久性及び住環境の向上を図るとともに、住宅関連産業の振興を促進

するため、事業実施要綱を基準に補助を行うもので９００万円の補正を計上しております。次の、

パパスランド改修事業につきましては、道の駅としての機能整備と既存施設の改築に向けた基本

設計を行うもので３１８万円の補正を計上しております。財源内訳その他は、公共施設整備基金

を充当して参ります。続いて、土木費についてご説明いたします。道路橋梁費・道路橋梁維持事

業につきましては、市街地道路の排水と道路整備に向け、ここに記載の路線の調査測量を実施す

るため６９３万円の補正を計上しております。財源内訳のその他・基金繰入金は、財政調整基金

を充当しています。次に、道路新設改良事業につきましては、国の社会資本整備交付金を活用し

て行う道路事業であり、４線道路舗装や江鳶南道路改良、羽衣３丁目通り補償などに要する事業

費７,５００万円を予算計上しており、財源内訳は記載のとおりであり、財源内訳その他は、財政

調整基金からの繰入れでございます。住宅費・公営住宅等長寿命化計画策定事業につきましては、

公営住宅等の計画的な整備を図るため、長寿命化計画の策定に要する業務委託料２５０万円を補

正計上しております。続いて、消防費についてご説明します。札弦消防施設建設事業につきまし

ては、老朽化している消防施設の改築に要する実施設計委託料１６０万円を計上するものです。

続いて、１０ページの教育費についてご説明いたします。教育総務費・特色ある学校づくり推進

交付金事業につきましては、新たな学習指導要領により、各学校の裁量を活かし創意工夫した教

育活動を推進するため交付金制度を新設しており、事業費１６０万円を補正計上しております。

次の、保健体育費・武道館屋根塗装事業及び町営野球場整備事業につきましは、それぞれの施設

の老朽化などにより整備を行うものであり、武道館屋根塗装に６３５万３千円、町営野球場整備

に３００万円を補正計上しております。財源内訳のその他・基金繰入金は、公共施設整備基金を

充当しています。１１ページ及び１２ページにつきましては、今回補正を計上いたします団体補

助金の一覧となっています。民生費の遺族会補助金から、次のページ、教育費の体育協会補助金

まで合計１８団体、１,８５４万７千円を計上いたしております。１３ページからは、ただいまご

説明いたしました、整備工事などの位置図や、建物図面を添付しておりますので、後ほどご覧い

ただきたいと思います。 

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ください。最初に、歳出よりご説明

申し上げますので、桃色の表紙となっている一般会計の事項別明細書８ページをお開きください。

なお、ただいま主要施策事業調において、ご説明申し上げた事業に伴う補正につきましては、説

明を一部省略いたしますので、ご了解願いたいと思います。議会費の補正につきまして、９節旅

費から１４節使用料及び賃借料まで１１５万５千円につきましては、市町村議会議員研修及び常

任委員会道内所管事務調査に要する費用となっております。総務費・総務管理費・１目一般管理
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費・４節共済費から７節賃金まで２２２万９千円につきましては、臨時職員の雇用に係る経費を

計上しております。２目財産管理費・２５節積立金及び１６目行政情報システム管理費、次の開

発促進費・１目企画振興費につきましては、先ほど主要施策で説明をさせていただきました。３

目花と緑と交流のまちづくり事業費・８節報償費から１９節負担金補助及び交付金まで、合計で

８４０万７千円につきましては、主要施策でご説明いたしました、海外派遣研修事業に係る経費

を計上いたしております。民生費・社会福祉費・１目社会福祉総務費は、遺族会の補助を計上い

たしております。次の１０ページ、衛生費の補正につきましては、保健衛生費・２目予防費・１

３節委託料及び２０節扶助費につきましては、各種予防接種及び妊婦健診に要する経費、また、

１８節備品購入費につきましては、血糖値を測定する医療器具を購入する経費を計上しておりま

す。特定財源につきましては、インフルエンザ接種に係る道負担金や、ワクチン接種に係る道補

助金及び道交付金の精査に増減の調整により２万６千円を減額するものです。次の、清掃費・１

目清掃事業費２８２万７千円の補正につきましては、清掃センター外壁などの修繕及び破砕施設

整備工事に係る経費を計上しております。特定財源その他２４０万７千円につきましては、斜里

町からのごみ処理収入を一般財源と調整をしております。農林水産業費につきましては、農業費・

１目農業委員会費・９節旅費から１４節使用料及び賃借料まで６２万５千円につきましては、農

業委員の道内先進地視察研修事業に要する経費を計上しております。２目農業振興費・１９節負

担金補助及び交付金につきましては、農協青年部及び農協女性部に対する団体補助、また、環境

保全型農業直接支払交付金３６万８千円、農業振興資金運用委員会負担金４万８千円と、主要施

策で説明いたしました、農業振興事業費補助及び農業者戸別所得補償制度推進事業補助、総額で

１,９３６万１千円を計上しております。５目道営整備事業費・９節旅費及び１１節・需用費は、

所要の事務経費の補正、また、１３節委託料につきましては、測量業務委託料を計上しておりま

す。１９節負担金補助及び交付金は、北海道土地改良事業団体 連合会負担金が、均等割・事業費

割り合わせて１６万７千円。農道保全対策事業負担金は事業費の２２．５パーセント、清里地区

道営畑地帯総合整備事業は 受益者負担分の７．５パーセント、食料供給基盤強化対策事業負担金

は事業費の１２．５パーセント、清里地区道営経営体育成基盤整備計画負担金は事業費の５０パ

ーセントをそれぞれ負担金として計上いたしております。特定財源につきましては、主要施策で

説明をしております。７目農山漁村活性化対策費につきましては、国の農山漁村活性化プロジェ

クト支援交付金を活用して、地域資源活用交流促進施設（札弦センター）を建設に要する経費及

び連絡農道整備事業であり、主要施策で説明をしております。林業費・２目林業振興費・１９節

負担金補助及び交付金は、猟友会清里分会の団体補助と、主要施策でご説明申し上げました製材

等流通経費補助金１,５１８万３千円を補正いたします。商工費・１目商工振興費の１９節負担金

補助及び交付金は、それぞれ記載の４団体の補助と主要施策でご説明申し上げました、店舗出店

等支援金事業及び住宅リフォーム促進補助を計上いたしております。２目観光振興費につきまし

ては、パパスランド改修工事基本設計委託料を計上いたしております。土木費・１目道路橋梁費

及び２目道路新設改良費につきましては、主要施策で説明をしております。住宅費・１目住宅管

理費・１３節委託料につきましては、主要施策で説明をしております。次の、１９節負担金補助

及び交付金につきましては、住宅用太陽光発電システム導入費補助を計上しております。消防費

につきましては、消防団員の防火衣の購入費及び消防団運営費補助、札弦消防施設の改築に要す

る設計委託料を、斜里地区消防組合分署負担金として合計額で３９９万を計上しております。教

育費につきましては、教育総務費・１目教育委員会費２５万３千円の補正は、教育委員の道内視
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察研修費用を計上しております。２目教育諸費につきましては、８節報償費で新入学児童記念品

として９１万４千円、１５節工事請負費で緑小学校教員住宅２棟の浴室改修費に１７０万円、１

９節負担金補助及び交付金で主要施策でご説明いたしました、特色ある学校づくり推進交付金を

予算計上しております。社会教育費・１目社会教育総務費につきましては、上斜里駅逓所の移設

として１２節役務費で１２万６千円を計上しており、財源内訳のその他１２万６千円は、移設の

補償金を計上しております。２目生涯教育費２６３万円の補正は、子ども会育成連絡協議会、以

下８団体の補助を補正するものです。３目生涯学習総合センター費９０万円の補正は、モトエカ

広場にあるベンチ及び看板の修繕経費を計上しております。１６ページの保健体育費・１目保健

体育総務費の１５節工事請負費につきましては、主要施策で説明をいたしました。１９節負担金

補助及び交付金につきましては、スポーツ少年団協議会及び体育協会の補助を計上いたしており

ます。 

それでは、歳入についてご説明いたしますので、１ページにお戻りください。歳入につきまし

ては総括でご説明申し上げます。特定財源となります１１款分担金及び負担金、１３款国庫支出

金、１４款道支出金、１５款財産収入 ２０款寄付金につきましては、主要施策と歳出の中でご

説明申し上げました。１６款繰入金につきましては、今回、基金積立金から８,９７８万２千円繰

入れとなりますが、普通交付税の額が確定し、保留財源が生じた場合などは基金の繰入れの取り

止めや、財源振替を行って参りたいと存じます。１７款繰越金６,０６７万９千円の補正につきま

しては、平成２２年度の繰越金が確定いたしましたので、今回、補正措置を行うものです。 

以上で、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

次に議案第３７号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の説明を求

めます。建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 先に上程されております、議案第３７号 平成２３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、提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、第１条第１

項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ５００万円を追加し、補正後の予算の総額を８,０６０万

３千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、後ほど事項別明細書にてご説明

申し上げますが、今回の補正は道道向陽清里停車場線の改良に伴う配水管の移設及び町道水元５

条通りの布設新設工事によるものでございます。それでは、事項別明細書によりご説明を申し上

げますので、別冊の平成２３年度の補正予算に関する説明書、水色の仕切り、簡易水道事業特別

会計の事項別明細書の３ページをお開きいただきたいと存じます。歳出よりご説明を申し上げま

す。２款施設費・１目施設整備費５００万円の補正につきましては、全額１５節工事請負費の補

正となっており、道道向陽清里停車場線、配水管移設工事費及び水元５条の布設工事費、合わせ

て５００万円を補正させていただくものであり、工事位置図につきましては、審議資料の２５ペ

ージに添付をいたしておりますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。なお、特定財源の

その他５００万円につきましては、基金繰入金が４００万円、雑入となります道道改良工事に係

る補償金が１００万円となっております。なお、歳入の補正につきましては、ただいまご説明申

し上げた特定財源のみとなっておりますので、説明を省略させていただきます。以上、提案理由
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の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

これで、各会計補正予算の説明が終わりました 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 

散会 午後 ３時５２分 
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平成２３年第５回清里町議会定例会会議録（６月２３日 ２日目） 

 

平成２３年第５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  前 中 康 男    ６番  澤 田 伸 幸 

    ２番  池 下   昇    ７番  村 島 健 二 

    ３番  勝 又 武 司    ８番  田 中   誠 

    ４番  加 藤 健 次    ９番  村 尾 富 造 

    ５番  畠 山 英 樹 

   

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。 

    １番  前 中 康 男    ６番  澤 田 伸 幸 

    ２番  池 下   昇    ７番  村 島 健 二 

    ３番  勝 又 武 司    ８番  田 中   誠 

    ５番  畠 山 英 樹    ９番  村 尾 富 造 

     

４．欠席議員は次のとおりである。 

４番  加 藤 健 次 

 

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   櫛 引 政 明 

           副 町 長   宇 野  充 

           総 務 課 長   島 澤 栄 一 

           町 民 課 長   澤 本 正 弘 

           保 健 福 祉 課 長   薗 部  充 

           産 業 課 長   斉 藤 敏 美 

           建 設 課 長   古 谷 一 夫 

           出 納 室 長   二 瓶 正 規 

                     教 育 長   村 上 孝 一 

           生 涯 教 育 課 長   岸 本 幸 雄 
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           監 査 委 員 事 務 局 長   柏 木 繁 延 

           農業委員会事務局長   斉 藤 敏 美 

           選挙管理委員会事務局長   島 澤 栄 一 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

           事 務 局 長     柏 木 繁 延 

           主 任   鈴  木  由 美 子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  意見案第３号  住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める意見書

について 

  意見案第４号  地方財政の充実・強化を求める意見書について 

  意見案第５号  ２０１２年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求める意見書

について 

  意見案第６号  北海道最低賃金の大幅な改善を求める意見書について 

  発議第 ３号  各常任委員会議会閉会中の継続調査について 

  発議第 ４号  議員の派遣について 
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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） 

  ただいまの出席議員数は８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。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において７番 村島健二君、１番 

前中康男君を指名いたします。 

 

   ●日程第２ 一括議題  議案第３６号、議案第３７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 一括議題となっております、議案第３６号から議案第３７号までの各会計補正予算

について、質疑を行います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑の進め方について、事務局長に説明させます。事務局長。 

 

○事務局長（柏木繁延君） 

 補正予算審査は、一般会計・特別会計の補正予算、歳入歳出、総括質疑を行います。進め方に

つきましては、配付しております資料のとおり、一般会計の歳入は款ごと、歳出は款の目ごとで

行います。また質疑は、歳出、歳入の順番で行います。基本的に各款ごとに説明委員の呼び出し

を行います。なお、消防費につきましては、休憩中に審査を行います。特別会計につきましては、

歳入・歳出ごとに審査を行いますが、順番は一般会計と同様に歳出、歳入の順番で行います。ご

協力お願い申し上げます。総括質疑につきましては、各会計全般にわたって行います。以上で進

め方の説明についての説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑の進め方について、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 議案第３６号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第１号）について、質疑を行います。 

 一般会計歳出から質疑を開始します。 

 説明員交代のため、暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 
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 １款議会費、１項議会費、１目議会費、８ページ。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費、８ページ。質疑ありませんか。 

 

○２番（池下昇君） 

 はい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ２番 池下昇。よろしくお願いいたします。まず私は１年生議員でありますので、多々未熟な

質問もあろうかと思いますが、その辺は寛大なお気持ちで見ていただければ幸いと存じます。 

 それでは質問させていただきます。一般管理費の賃金の部分なんですが、臨時職員の賃金だと

思うんですが、今現在、臨時職員の全体の人数、何人いるのでしょうか。また、今回の補正はど

この部署の臨時職員で、何人分の賃金なのかお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 臨時職員の全体の人数ですけれども、これにつきましては、特別会計も含めまして４２人いら

っしゃいます。それで、今回の補正につきましては、共済費に２７万８千円、それから賃金１９

５万１千円補正している訳ですけれども、当初予算においては、臨時職員、この総務管理費にお

いては１人、それから代替職員１人で、共済費２７万８千円、共済費が３９万８千円と、それか

ら２６９万８千円を当初予算計上しておりましたけれども、今回さらに臨時職員が１人増えると

いうことで、社会保険料２７万８千円と賃金１９５万１千円を補正しているところでございます。

それから４２人については、パートとか色んな保育士とか色んな職種の方が含まれております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、お答えいただきましたが、今回の補正はどの部署のということをお聞きしたのですが。そ

の辺はいかがでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（島澤栄一君） 

 今回の部署につきましては、保健福祉課と生涯学習総合センターに係る分でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 最近の臨時職員の流れを見ますと、保育所でありますとか、それから教育委員会、特定の職種

だと私は思うんですが、その部署の臨時職員っていうのが固定化されていると思うんです。その

辺は今後はどのように考えているのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 臨時職員の雇用の関係ですけども、これにつきましては例年１月あるいは２月に一般公募して、

面接試験等で採用しているところでございます。それで特に資格職につきましては、応募者も限

定されていることもありますし、事務職員等につきましても、応募が限定されているということ

で、ある面では固定されているというか、そういう見方もあろうかと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 今年から町長も代わりまして、町長の町政執行方針では子育て支援、また少子化対策、これを

重点的な施策として掲げられておりますが、そうした点から、教育関係とか福祉関係、そういう

分野でそれらの仕事に関わっている職員、これは正職化も含めて見直しが必要だというお考えは

今のところは無いのでしょうか。出来れば町長にお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 臨時職員の関係でございますが、今、総務課長の方からご説明を申し上げましたように、全体

としては特別会計、一般会計、それからパート的な臨時の方、それから資格職を含めた部分とし

て４３名ですか、臨時職員がございます。基本的には、ただいまのご質問の中で子育てと仕事を

両立した部分での支援という中で、正職化に向けたというようなお話でございますが、基本的に

は町の場合には職員の定数がございます。そういう定数の中で人員の配置が決まっておりますこ

とと、また併せまして、今の第２期の自立計画の中にもありますように、平成２６年時点で８０

人体制に持っていきますよという中で、今までも行政機構の改革を含めて取り組んで来たところ

でございまして、きちっと事務的にまた技術的に採用しなければならないという部分については、

しっかりと採用しなければならない。また、どうしても時間がずれたりする部分とか色々とござ
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いますので、それらにつきましては、正職化ということも困難ですので、出来る限りその臨時的

な部分での雇用を図ってきているというようなことでありますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、８ページでございます。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、２項総務管理費、１６目行政情報システム管理費、８ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、３項開発促進費、１目企画振興費、９ページ。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 １３節委託料の関係について、お聞きをしたいと思います。グランドデザイン策定委託料とな

ってございますが、これは誰がどういうところまでするのかってことをお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 このグランドデザインの業務委託料ですけど、これにつきましては、昨年度第５次清里町総合

計画が策定されております。これを基本とした町づくりの構想、グランドデザイン化するという

ことで、土地利用の現況の課題とか、基本方向とか、施設整備計画とか、花緑の交流事業などに

ついてのグランドデザインを作るもので、これにつきましては昨年度、総合計画を町民の皆さん

と作って参りましたので、これを基本といたしまして、役場の副町長をトップとする教育長、管

理職で構成いたします企画委員会で、昨年の総合計画を基本として策定して参りたいと考えてお

ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 副町長を中心として決めていくという部分は理解はした訳でありますが、前回、この第５次計
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画の策定委員に私ども議員は２、３人、充て職なのか分かりませんが入ってございますし、これ

は１回解散してございますが、解散は事実上していますけれども、要するに１年１年見直しをし

ながら、この会を継続するよというお話をされていたというふうに思ってございますし、そこら

辺も含めて、ここら辺のデザインを考えることが出来ないのかなというふうに思ってございます。

何で言うかと言うと、４次の時だと思いますが、私ども議員が出た時に絵に描かれた図案が出さ

れていたと。そして１回作ると、それがあたかもどこかで正式に決まったかのように動き出すっ

ていう部分の危険性、これもある訳でありまして、出来れば色んな人の意見を聞きながら、構想

し、尚かつ絵に描くというのは大変難しい部分だろうと思ってございますので、そこら辺の違っ

たやり方が出来るのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 第５次清里町総合計画におきましては、昨年策定して、その後の検証等につきましては、昨年

のメンバーで検証等を行っていくということになっておりますので、今回のグランドデザインに

つきましても、原案等を作成した段階でご意見等を聞いて参りたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 分かりました。それではもう 1 点でありますけれども、定住促進団地整備委託料という部分の

中で、定住の関係で今回、委員会で提出をされた。そして、協議をしようというふうに思った訳

でありますが、国のお金が絡んでくるという部分で、軽微の部分しか変更はきかないよという話

であった訳でありまして、この定住の関係については、今回の定例議会に出るよという部分では

事前にちょっとは話を聞いた訳でありますが、それ以降、詳しい話は聞いてなくて一発で出てき

たと。これについては、本来は議会と協議をして決めていくという建前だとか本音だとかという

部分で、良く言われた言葉でありますけれども、実際今回もそうなんでありますけれども、こう

いうやり方をされると、本当に話を理解して進めていくことが出来るのかどうかという部分。こ

こら辺、これから４年間私ども続く訳ですけれども、ここらへん十分に気を付けていただいて進

めていただければというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 議員指摘の関係については、今後十分気をつけて参りたいと考えております。それでこの後、

また基本設計等が出来た段階で、所管委員会と十分協議して参りたいと考えております。 
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○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 この定住団地について少しお聞きしたいと思います。この定住団地計画も３次に向かって新町、

羽衣、そして新町と来た訳ですけども、基本的な当初の考えは、町外からの定住者という考えで

進んで来たと、そういうふうに記憶している訳でありますけども、今回この団地につきまして、

第一優先は町外からということであろうかと思うんですけども、それに限定をしていくのか、何

年間かは町外で、それでもなかなか希望がなかったら、何年後かには町内の人という考えでいく

のか。そこら辺を１点お聞きしたいのと、これの造成が終わった時点で、その坪単価がどの程度

になるのか。その２点についてお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 定住促進団地の整備の件でございますけども、人口の減少や少子化、高齢化が進んでいる中に

おいて、昨年清里町の第５次総合計画におきましても、定住・移住の促進団地の整備が位置付け

られております。こうした中、定住団地を整備し、出来るだけ子育て世帯に何とか定住をしても

らいたいと考えております。それで、これらの施策については、この後十分に所管委員会と協議

して参りたいと考えております。それから価格につきましては、第１期の新町、ちょうど南側に

あたる所を平成８年から１１年まで１５区画販売いたしましたけども、ここの坪単価については

９,２００円から１万４００円。それから羽衣町南の平成１２年から２２年まで１８区画販売した

価格については１万５千円。今回については、これらの価格を参考にしながら、この後決定して

参りたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 そういったことで、ある程度理解する訳でありますけども、この単価の設定というのは、色々

この造成に掛かったその経費を割り返して単純に設定しているのか、それとも清里町の今の地価、

そういったものも加味しながら設定しているのか。どういうものを基本としているのか、そこら

辺をお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 第１期の新町、第２期の羽衣町については、土地取得費とかそういう経費と合わせまして、類



 58

似地域の価格等を参考にしてございます。第３期の今やっている新町につきましては、土地が元々

公営住宅跡地ということで、土地の取得費が無い訳でございますけども、これらの第１期、第２

期、それから近くの類似地区の土地の価格等を参考にして、価格を設定して参りたいと考えてお

ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、ございませんか。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 関連ですけども、定住促進団地の関係の説明をいただいた訳なんですけども、委員会の方にお

いても、レストハウス前のものが一杯になったということで、当初、あそこの土地に関しても町

外からの移住者をまずターゲットにということで、実際にふたを開けて見ると売れ残ってと言う

か、言葉が悪いですけども、売れなくて町内にってことでやっと埋まったような状態で、約１０

年ぐらいかかったのかな。そういった現状を踏まえた中で、今回の委員会の説明の中においても、

さらにやっぱり新しく定住促進団地の整備に関しても、町外からの入居者と、町外から定住して

いただける人間にということなんですけども、そのことを強力に推し進めていけるような形の方

策というのを考えておられるのか。そこら辺について伺いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 町外からの受け入れと言うか、その体制でございますけども、他町村もやっているように、例

えば町外から転入する子育て世帯については何万円助成するとか、そういう色んな方法はあろう

かと思います。それらと併せまして、子ども世帯だったら加算いくらとか、この辺については今

後協議して参りたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 町外の方に幾分かそういう助成をしてという話なんですけども、ただ、レストハウス前の部分

の過去のそういう部分を見た形の中にも、そうしたら、そういう部分でそれらも含めて強く推し

たような経過っていうのは、僕としては認識していないような部分なんですよね。そういう形の

中で、協議を進めてっていう部分なんですけども、果たしてその町外からの部分で埋まるような

形になるのか、それが一番ベストだと思いますけども、そんなことになって行くのかなと、そう

いうふうに感じる訳なんですけども。極端なことを言えば、町外から住んでもらえるような人間

には無償で提供してでも住んでもらうぐらいの強力な推し進め方が必要じゃないかなと、そう感

じますけども、そこら辺どうでしょうか。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 町外から転入されて住む方には無償でという考えもあろうかと思いますけども、まず、先ほど

の土地の販売価格については購入していただく。そして、町外から清里に転入して住む方につい

ては、この定住団地に住んでも、他の地域の住宅を取得しても補助とか、そういうことも考えら

れると思いますので、この辺については十分に検討して参りたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 そこら辺の部分で、なかなかそのことだけが他の町から来て住んでもらえるっていうのが条件

を満たしているとはちょっと考えられない部分なんですけども、ただ、そういう部分で一つの枠

として、まずは町外っていう形っていうのはいかがなものかなと感じるような部分なんですけど

も。最終的に売れ残った時には町内ってなった時には、もしかするとスタートから町外ってなる

と、まずは町外が優先ですからって言って当たらなかった人間が、結局最後になった時に町内の

人間にも販売するような形をとったじゃないかって、そういうような問題っていうのは起きて来

るような気がするんですよね。そこら辺について、どんな考え方を持っているのか、お伺いした

いと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 この定住団地の分譲についての考え方が定まっていないと言いますか、いわゆるＰＲの仕方

等々はこれから十分詰めて参る所存でございますけれども、勝又議員のおっしゃっている無償と

か、色んなアイディアがあろうかと思います。それから半分は町外、半分は町内とかっていう色

んな分け方とかもあると思いますので、その辺のアイディアも募りながら、今後より良い分譲の

あり方を考えていきたいと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無いようなので次に移ります。 

 ２款総務費、３項開発促進費、３目花と緑と交流のまちづくり事業費、９ページでございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 花と緑と交流のまちづくりというところで、１９節負担金及び交付金の関係でありますけれど

も、この中高生に関しては人数も多く行っておられると、大変成果を上げられているという部分

と、町民海外研修についても、大変素晴らしいことで続いた事業だなと思ってございますが、当

然、事後処理の関係では、色んな形でやられているのですが、見えて来ないという部分がある。

大変良い事業なので、行った方々のお話等を当然発表されていると言うのか、そういう機会を与

えておられるのかっていう部分も分かる訳でありますが、それが見えて来ないという部分でちょ

っと教えていただければと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 今回の花緑関係の補正につきましては、中高生並びに町民海外派遣研修事業に係る補正という

ことでございまして、この国際交流事業関係につきましては、平成２年度より実施してきており

ます。中高生につきましては、当初小学生も入っておりましたが、平成７年度からは中高生とい

うことで、現在、平成２２年度まで教員引率等も含めまして４３５名が海外、ニュージーランド・

モトエカに行ってございます。また町民につきましては、これも平成２年度からスタートしてお

りますが、途中１５年から１８年につきましては休止しておりまして、ニュージーランドのモト

エカ、あるいはそれ以外のフランス等を含めまして１３２名の方が２２年度までの間で派遣され

ております。それぞれこの派遣事業につきましては、その実施後、中高生につきましては、当然

海外に派遣する事前の段階から、数ヶ月前から事前の勉強、あるいは研修を重ねた上、派遣をい

たしまして、帰国後におきましても報告会と言うことで父兄を交えて行ってきた成果、内容等を

報告をし、それを冊子にもまとめて配布をさせていただいております。中高生につきましては当

然、既に社会に出て活躍されている方もいるということで、町内外において、町内におきまして

もまちづくりの関係等で大変活躍をされている方がいらっしゃいます。また町民海外派遣研修事

業につきましても、ニュージーランド等へ行った方々につきましては、国際交流推進協議会とい

う場で会員になっていただきまして、その上におきまして、町内で各種イベント等の折りの参加

協力等を行っていただいておりまして、そういった事業の報告も兼ねて、この国際交流推進協議

会の場でされているということでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 町民海外の関係で１８年度以降、要するに自分達が行きたい所に目的を持ってグループで行け

るよと。大変良いことだなと思っておりますが、その方々がどう動いて、どういうものを感じて
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捉えて帰って来られているのかという部分が、私どもには見えづらかったという部分があったの

で、何か良い方法があったらなというふうに、再度質問させていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 平成１９年度からにつきましては、主に町民海外派遣につきましては、まなびすと海外派遣事

業ということで、内容等を見直しをいたしまして、それぞれ参加目的を持った中、研修の内容等

を事前に提出していただきまして、その内容に沿った国に行っていただくということで、主にフ

ランス、カントリーフォーム視察という所が一番多く行ってらっしゃいまして、今まで１４名の

方が参加しております。またその他、ＪＡの青年部海外派遣視察というところでの参加というこ

とで、ドイツあるいはオーストラリア等に３名の方が行ってらっしゃいます。また、その他１名

の方につきましては苺栽培に関する実習ということで、これは１ヶ月程度の長期にわたっての研

修をされて来ていらっしゃる方もおりまして、そういったことでそれを現実に戻ってからのご自

分の事業の方に役立てておられると。また、フランスあるいはドイツ等に行かれた方につきまし

ても、見てきたことを参考にされまして、先ほども申し上げましたけども、各種事業、イベント

等まちづくりの方に意見を反映していただいているというところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 中高生の海外派遣ですけども、交換留学生ということで、今も清里から一人行っているんです

けども、諸般の事情があると思うんですけども、ニュージーランドの高校からなかなか来てもら

えないという、学校の教育上、交換留学生が来てくれると生の英語も聞けるし良いのではないの

かと思うんですけども、なかなか向こうから来てもらえない理由と、今後平等な交換留学と言う

か、そういう見地から、どのように現状と今後考えているのか聞かせていただきたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 交換留学生の関係につきましても、平成６年度から実施をしておりまして、現在までニュージ

ーランド・モトエカからの受け入れの生徒が８名、こちらからの派遣につきましては、現在も行

かれている方含めて１３名ということで、議員ご指摘のとおり受け入れの方が少ないという状況

になってございます。この派遣の関係につきましては、派遣及び受け入れにつきまして、国際交

流推進協議会の方からもですね、経費、旅費ですとかそういったものを助成している訳でござい

ますが、受け入れる留学生につきましても渡航に係る旅費、あるいは高校での制服代、あるいは

学校教材代、こちらに滞在中の租税公課等、そういったも等を含めて助成をさせていただいてお
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ります。教育委員会といたしましても、議員ご指摘のとおり一人行く効果、こちらに一人来る効

果ということで、一人こちらに生徒が来ていただければ、それが清里高校生全体への波及がする

ということで、非常に効果が高いというふうに認識しております。そういったことで、積極的に

相手側のモトエカの方にも、是非複数名の受け入れをしたいので来てくださいということは、事

務局の方から向こうに連絡をしているところでございます。ただし、向こうの経済的な事情とか

色々とそういった部分もございますので、なかなか実績がちょっと下回っているというところが

ありますので、そういった助成面につきましても、今後はさらに清里高校におきましても、特色

ある交付金というところで予算措置をさせていただいておりますので、そういったことで校長先

生とも協議しながら積極的な受入体制を整えていきたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 うちから向こうの渡航費だとか全面的ということにはならないし、来られない理由というよう

なものは、経済的と言ってしまったらそれまでなんですけども。何か手立て、方策はないもので

すか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ニュージーランドの国の高校生との交流事業といたしましては、本町でもたくさん交流をして

いただいている訳でございますが、他の国との交流も盛んに行われているところもございまして、

日本のみならず、生徒の希望する所は多種にわたるということも聞いてございます。そういった

ことで是非、今お一人行っておられますので、そういった方にも本町のＰＲを積極的にしていた

だいて、清里の良さを伝えていただいて、来ていただけるように努力して参りたいというふうに

考えております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで総務費全般にわたり、質問もれはありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 
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 総務費と言うか、今回の町長の執行方針の中にも謳われていた訳でありますけれども、都市間

交流の中で、ふるさと応援団としてのアドバイザー制度、また、ふるさと大使制度の導入とある

訳ですけども、具体的にどういう方向でどう考えておられるのか、ちょっとお聞きをしたいと思

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ふるさと応援団という表現をさせていただきましたけれども、長年札幌、それから北見等々の

ふるさと会で交流はしているのですけども、何か一方的な交流になりはしないかというような、

前々から議員さんからもご意見をいただいておりましたところでございますが、もう一歩踏み出

して、あちらでもＰＲが出来ないだろうかということで、アドバイザー制度、いわゆる町外から

出ている優秀な方がたくさんいらっしゃいますので、外からの目から清里町をこういうふうにし

てはどうだろうとかというような、アドバイスをいただけないだろうかというような制度。それ

から、ふるさと大使制度、これは各町村でもやっておりますけれども、無報酬なんですけれども、

例えばうちらの町のパンフレットを送ったり、名刺の台紙を送ったりいたしまして、清里町を大

いに宣伝していただくというようなものを、ご協力いただけないかというようなことで考えてい

こうということで、議員さん達とも色んなアイディアを絞って、こういうアドバイザー制度、ふ

るさと大使制度をやっていこうかなという考えでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 

○８番（田中誠君） 

 はい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ここで説明委員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を行います。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、９ページでございます。ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無いようなので次に移ります。 
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 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、１０ページでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 予防費の１３節、２０節。前年度の予防接種、受診率っていうのは何パーセントだったんでし

ょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 予防接種についてでございますが、予防接種の対象が広くございまして、小児から高齢者まで

ございます。小児の予防接種につきましては、生まれる前からの母子手帳発行のところから、お

母さんと保健師が常に連絡を取り合い、全て予防接種対象の必要なものについては、特別な体調

不良という特別なことが無い限り、予防接種が受けられるようになってございます。それから高

齢者のインフルエンザにつきましては、対象者１,４７１人に対しまして８２７人が予防接種受診

をしてございます。率でございますけれども、昨年につきましては、新型インフルエンザ、これ

につきまして、任意の予防接種ですけれども費用助成等を行ってございます。これにつきまして

は、任意でございますので、全体につきましては１,４９８人、率にしまして３２．７パーセント

の方の接種率となってございます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○議長（村尾富造君） 

 こういう例えば予防接種のワクチンを任意でやっているということなんですが、こういうこと

っていうのは素晴らしく良いことだなと思うんですよ。今回の補正を見ますと、たった１０パー

セントの補正なんですよね。これはそれで十分なんでしょうか。もっと手厚く、本来的には１０

０パーセントを目標にするぐらいの予算計上があっても良いのではないかと思うんですが、その

辺はいかがでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 この度、補正させていただきます予防接種につきましては、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワク

チン、子宮頸がんワクチンの主にこの３つでございますけれども、これは予防接種の中で定期の

予防接種、これは法令で定まった市町村に義務付けられた予防接種。もう一つは任意の予防接種、
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これについては、市町村が行うものとはなってございませんが、必要であるということでこの度

費用補正などをしながら進めて参りますが、するもしないも本人の最終的判断ということになり

ます。その上で、今回補正させていただきました１０パーセントというのは、昨年から始めた事

業の積み残しの１０パーセントでございます。２３年度対象者につきましては、１００パーセン

トについて当初予算で組まさせていただいておりますので、そちらもやはり任意ですので１００

パーセントとなりませんので、その分を合わせれば昨年の積み残し分と今年希望される方につい

ては十分に対応出来るのではないかと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 この１０パーセントというのは、あくまでも受けていない未接種者の方の１０パーセントと私

はそうやって思ってはいますが、こういうものって確かに任意ではありますけども、町がやって

いるこういう予防接種等は、極力任意ではありますけども、パーセンテージを上げて、皆さんに

受けていただくような、そういう手厚いところをもうちょっと考えてもらいながら、出来れば当

初予算でこういう予算を計上した方が良いのではないかと思いますが、その辺どうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 予防接種、任意とは言いながら有効性があるということで行って参りますので、この辺の周知

につきましては、幼児につきましては保健師等の面接、相談の中で十分に行ってございますし、

子宮頸がん等については、学校の協力も得ながらやってございます。接種率の向上につきまして

は努力して参りたいと思います。それから今回の補正については、昨年の未接種者の実績が春に

なって判明いたしましたので、今回、昨年度の積み残しということで補正で上げさせていただき

ました。２３年度につきましては、当然当初予算ということでございますので、ご理解いただき

たいと思います。今後も予防接種の接種率の向上については努力して参りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費、１０ページでございます。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで衛生費全般について、質問もれはございませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 

 ５款農林水産費、１項農業費、１目農業委員会費、１０ページでございます。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ５款農林水産費、１項農業費、２目農業振興費、１１ページでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ２目農業振興費の１９節農協青年部の補助、農協女性部の補助、合わせて４４万１千円あるん

ですが、これは産業経済団体の下部組織に当たるというふうに私は思うのですが、町が助成をす

るその根拠というのはどういうことなんでしょうか。その辺をまずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 農協青年部の補助並びに農協女性部の補助でございますが、青年部、女性部ともに最新の農業

技術の習得や営農活動を営み、清里農業の発展のために研修費等に町が補助しているものでござ

います。女性部の方につきましても、女性の感性を活かした営農活動を取り入れていただくため

に、町といたしまして研修費等にそれぞれ補助しているものでございまして、青年部につきまし

ては２６万１千円、女性部につきましては１８万円を補助しているものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、課長からお聞きしました、その研修費等ということではありますが、私は本来これは町が

するのではなく、親団体であります農協、経済団体自身がするものだと思うんですけども、その

辺はどうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 
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○産業課長（斉藤敏美君） 

 青年部、女性部共に農協も助成金ということで補助金をしているものでございまして、町は町

として先ほど申し上げましたとおり、研修費、活動費としてこれからの清里の農業を担う青年、

女性部に対して補助をしているものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の答弁を聞きますと、これは毎年やるっていうふうに聞こえるんですが、そういうふうに捉

えても良いんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 青年部、女性部の毎年行います新たな技術習得のための研修等に対して、継続して補助をして

いるところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私は先ほども申しましたように、これは下部団体、下部組織と捉えておりますんで、逆にこう

いう予算があるのであれば、教育関係とか福祉関係とか、また、地域のそれぞれの自治会に対し

て助成を行っていった方が、もっと充実して町の発展のためになるのではないかと思いますが、

その辺いかがでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 補助の関係でございますけれども、当町の第１次産業であります農業関係の振興に各青年部、

女性部が研究、研修し、活動している訳でございますから、他の団体とも同様に全額補助ではご

ざいません。一部補助でございますので、町の補助も使っていただいて積極的に研修していただ

く。これは町としても有意義なものであるというふうに考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、ございませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、５目道営整備事業、１１ページでございます。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、７目農山漁村活性化対策費、１１ページから１２ページでご

ざいます。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費、１２ページでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 林業費の中の１９節負担金補助及び交付金、この点についてお聞きしたいと思います。現在こ

の猟友会清里分会補助ということでわずかな金額が出ておりますけれども、現在ですね、猟友会

の免許を取得されている方で、どのくらいの方々が人数的におられるのか。一般人を含めて聞い

ているところでは、農業者も何人かおられると伺っています。この点について伺いたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 清里町猟友会に加盟しております、狩猟免許を取得されております方は、現在２１名です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 猟友会ということで、昨日も熊騒動があった訳でありますけれども、例えばですね、鹿や熊と

か狐とか猟友会の方でやられているようでありますけれども、これに関して１頭捕った場合はど

のくらいの金額が補助されているのか、分かったらお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 
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○産業課長（斉藤敏美君） 

 今回の補正１８万３千円につきましては、狩猟免許の更新などに係ります安全技術大会等に参

加する経費等として９万９千円、それから猟友会の方々のハンター保険といたしまして８万４千

円、合わせて１８万３千円を補正させていただいているところでございます。また、ただいま議

員の方からご質問のありました、その他の駆除費用等でございますが、有害駆除でございます熊

の場合は１回出動いたしますと１万円。捕獲されますと１頭に付き３万円の捕獲報償金を支給し

ているところでございます。また、その他の駆除としましては、狐等につきましては５千円を１

頭に付き補助しております。また猟友会に対しましては、団体補助といたしまして駆除費用２２

万５千円を年間補助しているところでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今、金額を伺いましたけども、昔であれば鉄砲と言いましょうか、村田銃とか古い銃を使って

いたようでありますけれども、今はほとんどライフルなんですね。聞いている範囲ではこの弾が

大変高い訳ですね。聞いている範囲では。ですから今聞いた、熊であれば１万から３万というこ

とで、狐であれば５千円ということでありますけれども、大変だということだけは申し上げてお

きたいと思います。ちなみに、最近聞いた話でありますけれども、親子連れの熊が出まして、こ

の親は撃ち取った訳でありますけれども、子ども２頭は逃がしてしまいました。そこ子どもを何

とか駆除したいということで、猟友会の方々が何度も向かった訳ですけども、その際に、これは

大物と言いましょうか、３００キロぐらいあったそうです。産業課の方で聞いているか分かりま

せんけども大物でありました。これも小熊を捕りに行って出会ってですね、何とかそれを駆除し

たと伺っております。これは余談になった訳ですけれども、今言ったように、金額的に言われま

したけども猟友会も大変だと。今は２１名の方々が従事されているようですけれども。これから

もこの補助に対しても、もう少し町の方としても考えていただきたいなということを要望して終

わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 製材等流通経費補助ということで、今回補正を１,５００万されておりますが、すごく大きな金

額だと私は思います。３月の震災で今年は本当にあちこち、向こうも大変ですし、木材の需要も

大変かと思いますが、ただ、東北地方もガレキ等とか一切まだ片付いていないというのが現状で

ありますが、これも一段落して、来年、再来年度当たりからは需要がかなり伸びて来ると、木材

の需要がかなり伸びて来るというふうに私は思います。その辺どういうふうに把握しているので

しょうか。この助成金に関して把握した中で、こうやって３年間という金額を打ち出しているん

ですけども、その辺をちょっとお伺いしたいのですが。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 製材等流通経費補助につきましては、輸送コストの増大による木材製品流通が大変厳しい状況

になっていることから、清里町流通製材補助要綱に基づきまして、流通経費を補助いたしまして、

林産企業経営の安定を図っているところでございます。補助の内容につきましては、清里町の林

業社３社に対しまして、平成２２年度から３ヵ年に限り、１社につき５００万円を限度といたし

まして、外部発注した輸送経費の２分の１を補助しているものでございます。限度額の５００万

円を３社分として１,５００万円の補正を提出しているものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 これはですね、確かに１社５００万ということなんですが、こういう経済状況ですから木材関

係だけじゃなく、色んな業種に関しては大変だという部分は多々あると思います。今回、補助対

象の企業のその３社ですけども、決算がですね、黒字の場合であってもこういう補助を今後続け

てしていくのか、その辺もちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 林業を取り巻く経済状況は大変厳しい状況にあります。先ほど議員の方からも質問がございま

したとおり、東北大震災におきますところの木材の需要などは出てくるかというふうにも思いま

すが、現状といたしましては大変厳しい状況にありますので、今後も当分の間、この清里町製材

流通補助要綱に基づく補助を続けて参りたいと、このように考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 これは例えば、毎年の決算がどの程度の黒字かは私も細かい数字までは分かりませんが、要す

るに会社がこうやって黒字決算を出していても、尚かつこうやってお金を出すっていうのは、ち

ょっと私には理解出来ないんですが。その辺いかがでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 



 71

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 補助要綱に基づきます補助の内容につきましては、それぞれの企業が外部発注して掛かる経費

に対する２分の１補助ということでございまして、限度額が５００万円ということでございます。

清里町には３社ございますが、２社につきましては、５００万円の限度額を満度に補助している

ところでございますが、１社につきましては、輸送の利用料が５００万円に達しないということ

で、３９０万円程度ということで補助しているところでございます。今後も続けていくかどうか

という部分でございますけれども、先ほども申し上げましたが、木材企業はかなり厳しい状況が

続いていると思いますので、今後も要綱に基づく補助を当分継続して参りたいと、このように考

えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 分かりました。会社へのですね、直接的な経済補助もすごく大切だと思いますが、私は逆に従

業員の雇用とか福利厚生、そういうところに向けた支援も手厚くした方が良いのではないかと、

大事だと思いますけども、その辺はどういうふうに考えておられますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 木材業界に対する従業員につきましても、森林作業員長期就業促進事業補助、また林業労働者

の退職金共済制度の補助などの要綱がございまして、これらにつきます所要額につきましては、

当初予算で計上させていただいているところでございます。ちなみに、計上しております額につ

きましては、約２４０万円でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで農林水産業費全般にわたり、質問もれはありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、１３ページでございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 商工振興費の中で、今回、店舗出店とそれから住宅バリアフリーの関係、これ大きな目玉だな

と思って見させていただいておりますし、これがどういうふうにこれから動くのかなという部分

が大変期待するところなんでありますが、住宅リフォームの関係についてちょっとお話を聞かせ

ていただいたら、大変発想的には素晴らしい部分で、大変理解はする訳でありますが、お話を聞

いていますと、壁紙が駄目だとか、それからＬＥＤの関係の照明器具の取り替えが駄目だとかっ

ていう、何か聞いていたらそこまで締め付けなかったら駄目なのかなっていう部分があったんで、

そこら辺についても本来の住宅の安全性・耐久性・居住性及び住環境の向上という部分を含める

とともに、それから省エネの関係、これらも含めて大きな見方で動いていただければ大変ありが

たいと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 住宅リフォームの実施要綱につきましては、先般開催いたしました委員会で説明をさせていた

だいたところでございますが、ただいま議員の方からご質問のありました関係につきましては、

増築工事、改築工事、改修工事それぞれについて、対象となるもの、対象と出来ないものの区分

けが示されているところでございますが、増築工事、改築工事につきましては補助対象でござい

ますが、改修工事につきましては、増築、改築もそうでございますが、人と環境に優しく安全性・

耐久性に優れている工事、または住宅の主要構造部の改修工事につきましては、補助の対象とな

るものでございますが、住宅の改修を伴わない工事、または家電設備機器の工事等については、

補助の対象に出来ないということで考えているところでございます。繰り返しますが、人と環境

に優しく安全性・耐久性に優れた工事並びに住宅の主要構造部の改修工事について補助して参り

たいという内容でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 大変素晴らしいお話って言うのか、内容のお話はしているんですが、具体的にこの部分は駄目

だよ、ここは駄目だよと言ったら、このリフォームという言葉自体が都合の良い使い方になって

くるのではないかなという気がするんです。リフォームって言ったら当然、壁も張替えたりと、

大きい意味での言葉だろうなと思って、私は最初聞いた時には大変賛成をさせていただいたけれ

ども、聞けば聞くほどと言うか、具体的になって見なければ分からない訳でありますが、例えば

ＬＥＤに変えたからって５０万もしない訳で、トータル的な居住性を考えた時には、それらも含
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めて良いのではないだろうかというふうに私は思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 耐久性などの部分から申しますと、屋根の張替・塗装、壁の張替・塗装なども当然、補助の対

象となりますし、また人や環境に優しいという部分から申しますと、段差の解消や手すりの設置

なども全て対象となるものでございます。ただし、改修を伴わない設備機器等を設置するものに

ついては、対象に出来ないものというふうに整理をしているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 今の関係なんですけども、関連業者の請負業者の関係は、改修ということになれば大工仕事が

多いんですけども、清里にそんなに大工さんっていないんですけども、大工さんでなかったら駄

目なのか。大手、大規模にやっているところでないと業者として扱わないのか。例えば、屋根も

壁もやるんで、屋根屋さんが請負業者で、大工さんをよそから連れて来るっていうような方法、

他にも色々あるかと思うんですけども、その辺の関連は業者の扱いはどういう扱いになりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 住宅関連業者につきましては、清里町の商工会の会員であることを大原則としております。ま

た、ただいまご質問のございました、元請けは清里の商工会の会員が請けたにも係わらず、何ら

かの都合で町外の方に下請けを出すというような場合のご質問かと思うんですが、その工事が清

里町内で出来る業者さんがある場合には、清里町でリフォームを行っていただくというように進

めていくというふうに考えております。あくまでも、清里町の独自の事業でございますので、清

里町内に仕事が出来るように、清里町内で出来るものについては清里町内で行っていただくとい

う基本的な考え方で進めて参りたいというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 そうしたら、内容的に清里に技術が伴わなければ、よその業者もやむを得ないということで。

地元に何でもあれば良いんですけどもね。それと、先ほど言った、そのついでにＬＥＤに替える

だとか、壁のクロスを張り替えるっていうのも、付帯事業みたいなことなら通用するのか。畠山
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議員が言ったようなことに関連して、大工仕事をしなければ、ただの張替えなら駄目っていうこ

となんですかね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 最初の質問でございます町外の方の部分でございます。清里町内で施工出来ないものがあると

いうふうに思いますので、その部分については当然、近隣の町外に発注することがやむを得ない

というふうに思っております。２点目の部分でございますが、この要綱の目的でございます、人

と環境に優しく安全性・耐久性に優れたというような部分からいきますと、壁の張替えや屋根の

塗装なども耐久性の部分に関連しますので、補助の対象に出来るものでございます。また関連し

まして、ＬＥＤなどの工事につきましても、改修を伴うものについては当然、補助の対象に出来

るというふうになっております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 そうしたら、あらかじめ役場に相談に行けば、適切な指導をしてくれるというようなことでご

ざいますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 役場の産業課窓口の方に事前に相談に来ていただければ、詳しくご説明を申し上げたいと思い

ます。いずれにいたしましても、事前の申請があってからの工事が補助の対象となるものでござ

いますので、出来上がってから補助の対象にしてくださいっていうことではございませんので、

またこの要綱が出来ましたら１日も早く、町民に住民周知をいたしまして、この予算計上してい

ただきますお金を有効に活用していただきたいと、このように思っているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 確認のためにお聞きしたい訳ですけども、例えば、屋根の張替えだとかペンキだとか左官とか

に頼むとか、それから内装を大工さんに頼むとか、仮に１社でなくても３人の業者さんに頼んで

も対象になるという、そういう理解でよろしいのですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長 

 申請は１回となっておりますので、左官屋さん、壁屋さん、例えば色んな業者さんに発注する

ことで全部まとめて申請していただければ、当然補助の対象となるものでございます。１回目は

屋根をやったんだけども、途中で終わった頃に２回目に壁をやりたいというような場合について

は、補助の対象に出来ないということでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 リフォームをやるついでにどこか直すとなれば、次も次もとなってくるので、いっぺんに３人

の業者さん、これはどこか１社にまとめてということではなく、３人いっぺんに申請してやるっ

てことは可能だというふうに理解して良いんですね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 １回にまとめて申請していただければ、議員の質問のとおり補助の対象となるものでございま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 関連になりますけども、今聞いた範囲では、屋根とかサイディングとか外壁ですね、これは合

わせてその金額に達すれば補助していただくということでありますけども、一つお聞きしたいの

は、商工会に加入している業者、清里町内にもですね、商工会に入っていない方で個人的にそう

いう事業をやっておられる方もいる訳ですよ。ですから、そういう人は該当するのかしないのか。

町外でも該当するのに、商工会に加入していないと駄目だということになると、この辺はどうで

しょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 この事業は町の独自事業でもございますので、この事業を通じて清里町の地域経済の活性化を
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図るという意味から、商工会に入っていただいて商工会活動もしていただきながら、商工会の活

性化を含めて清里町の経済活性化を図るという目的で考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今、答弁されましたけども、そうなりますと、町以外の業者で良いということになれば、商工

会に加入されているのですか。町外の業者は。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 清里町外の業者にお願いをするという場合は、あくまでも清里町内で出来る業者がいないので、

やむを得ず町外にということでございますので、その場合は当然、清里町の商工会に加入してい

なくても、やむを得ず認めていくという考え方でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 そうなりますと、商工会に加入していない個人的に清里におられる業者も可能ということです

か。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 要綱に基づきまして、町内の住宅関連会社と言いますのは、清里町の商工会の会員であること

が大前提でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 

○７番（村島健二君） 

 はい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 
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○３番（勝又武司君） 

 店舗出店等支援交付金事業についてお伺いします。この事業は、前町長からの引継ぎの事業で、

大変良い事業だと私も個人的には思っております。町内においても、農業者やそれ以外の市街地

の方でもそれぞれ色々な夢を持って、盛んに取り組んでいる方もいますので、そういう部分には

店舗を出店してっていうところでの道が開けるような部分なのかなと感じる訳なんですけども、

そんな部分では過去に２、３軒開店された方もいる訳です。ただ大変良い事業なんですけども、

問題はそれらの経過とか、その後のアフターと言ったらおかしいけども、ハード面は整備されて

もソフト面と言うか、それらの運営についてどんな形で行政として指導していけるような部分を

持っているのかなと。問題はそこじゃないかなと思うんですよね。やりたい人間は色々と夢を持

ってという部分はあるんですけども、実際には夢だけでは済まされない。やっぱり店を構えて商

売ってなると、それを運営していかなければいけない。ましてやその雇用に結び付けてなんてな

ると、かなりの状態でそのお客さんの入り込みを基にして雇用をしていくというようなことにな

りますので、そこら辺について町側としてやる側がやるという決断の中でやるのだからってこと

で一言言ってしまえばそれで終わりなんですけども、行政も事業として取り組む部分についてど

のような考えを持っているのか、一つお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 店舗出店等支援交付金の対象となる人は、清里商工会の会員という定めがあります。従いまし

て、店舗を出店・運営をして行く上では、商工会との連携も図りながら、商工会の色んな指導も

賜りながら進めていくことが出来るのではないかというふうに思っているところでございます。

また、今回の店舗出店等支援交付金事業の要綱制定にあたりましては、オープン後も３年間につ

いては事業実績などを報告していただくというような形の中で、町の方といたしましても、開店

が出来たからそこでもう一切支援が無いというのではなくて、色んな部分での支援を続けていく

ということを考えているところでございます。例えば、こういう店が出来たよということのＰＲ

を、例えば広報誌等で紹介するとか色んな部分でのＰＲをしながら、この要綱に基づき店を出店

または開店することについて、ご支援をしていければというふうに考えているところでございま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 ただいま産業課長から答弁をいただいたところなんですけども、確かに商工会の指導の下、商

工会に加盟してと言うのは分かります。町内を見渡した時に、商工会の指導の下に経営をしてい

て店がどんどん減っていくという、そういうような中で、どれだけのこの指導が出来るのかなと。

そんなことを言っては申し訳ない部分なんですけども。そうなると、これは商工会、そして町、
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それからやる側の人間、この三者がきちっと提携を結んだ形の中で、きちっとサポートする側は

サポートをするような体制を取らない限り、なかなか夢を持ってやろうとしていても、一足出れ

ないと、そういうようなことに繋がっていく部分なのかなと。せっかく良い事業、一つの取り組

みをする訳なんですから、すべからく色んな事情がありまして断念するような部分もあるかもし

れませんけども、やはり完成と言うか、成功と言うものに結びつくようなサポートする形をとっ

ていただければなと、そのように思う部分でございます。また、オープンした後の３年間、色々

な審査ということで、報告等もありますけども、報告等を基に審査するだけでなく、やっぱりき

ちっと指導するような部分、そういうものもなければ、きっと事業として成功するような部分で

ないかなと思いますけども。どうでしょうね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町としての指導体制、また色んな部分でのサポートをして参りたいというふうに思っておりま

すし、先ほども申し上げましたが、清里町商工会との連携を図りながら、商工会の方からも運営

指導などについてのご指導を賜れますよう、商工会との連携も図って参りたいと、このように考

えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ６款商工費、１項商工費、２目観光振興費、１３ページでございます。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで商工費全般で、質問もれはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、１３ページでございます。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、２目道路新設改良費、１３ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ７款土木費、３項住宅費、１目住宅管理費、１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで土木費全般にわたり、質問もれはございませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 ここの中には無いんですけども、道路に関係する部分で一つお願いしたいと思います。この間

の大雨で役場の裏手になるんですがそこの排水不良で水が溢れて、あと羽衣も１箇所、いつもの

所なんですけども排水が溢れた訳なんですけども、羽衣南の関係については、幾分か解消するよ

うなことを前にも要請いたしまして、何ぼかしたんじゃないかなと思う訳なんですけども、今回

の降る量が多かったんで飲み込めなかったみたいなんですけども、今後、最近ちょっと気候もお

かしくて、ああいうゲリラ豪雨みたいな部分のものがありますので、将来的に今の状態のままが

果たして良いのかなということもちょっと懸念されますので、そこら辺について考えがありまし

たらお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 ただ今のご指摘の件ですけども、過日の豪雨によって町内何箇所かご指摘のとおり冠水をした、

そういった緊急の措置に対しては取らしていただいた経緯もございますし、また、議員からご質

問のありました羽衣南麻園地区についても、過年度においては排水の関係の修繕的な調整、こう

いったもので、野川を越えて排水する機能、こういったもので工事を行ったところでございます

が、やはり短時間の集中豪雨については対応し切れない、こういった環境がまだ残っている。従

いまして、今回の補正の中におきまして、道路橋梁費の委託料の中におきまして、測量業務委託

料の市街地の羽衣南麻園５条について、今後の抜本的対策、当然かなりの経費が予想されますの

で、国の交付金等を導入することの前提に立っての調査業務、こういったものを今回の補正の中

でお願いして参りますので、今後とも、昨日の一般質問の中にもございましたように色々な道路

の環境について日常的な点検に加えて、かなり経年経過において修繕等または改良が必要となっ

て来た所、こういったところも散見されますので、所管の委員会等とも十分協議をさせていただ

きながら、今後そういった方向に一歩一歩積み重ねていきたい、かように考えてございますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 他、ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩時間中に、８款消防費について質疑を行います。 

 ８款消防費、１項消防費、１目消防費、１４ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、１項教育総務費、２目教育諸費、１４ページから１５ページです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今回の学校の支援事業、特色ある学校づくり交付金という、こういった制度が設けられた訳で

ありますけども、この説明資料の中にも説明が載っている訳ですけども、これを審査するにあた

って、これは良いのかどうなのか、適するのか、そこら辺はどこがどういうふうに審査されて事

業が進められていくのか、その点についてお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 この事業につきましては、新規事業ということで、各学校の学校長にある程度の裁量を任せた

中で、それぞれの学校の特色ある取り組みを行っていただくということで、現在も各学校長の会

議等を通じまして、どういった事業が想定されるかということの調整を行っているところでござ

いますけれども、基本的には各学校から出していただいた内容を、教育委員会の方で中身を精査・

審査いたしまして、交付を行っていくということで考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 教育諸費の８節報償費。新入学児童への記念品ということで９１万４千円。これは前橋場町長

が平成７年に初当選した時からやっている事業だと思います。ランドセルのプレゼントだと思い

ますが、これから先ですね、１６年やってきたんですが、新町長に代わりまして、今後もずっと

これを続けていくのか、それともランドセルは今、子供達もあまり背負っていないというのも実

情もあるかと思いますが、物を代えてでもやっていくのか。それともこれから先、児童数も少な

くなってきているし、続けていくのは構わないですし、それほど大きな金額だと思いませんが、

やめてしまうのかとか、色んな案があると思うんです。見直し案っていうのは、教育委員会とし

ては持っておりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 本事業につきましては、議員のおっしゃったとおり、現在までランドセルということで新入学

児童に対しお祝い記念品として贈呈をいたしております。これにつきましては、新しく小学校に

入学されるということで、やはり保護者の方々にとりましても、記念すべき行事ということにな

りますので、それに対し町からのお祝いをするという気持ちを込めて贈っている物でございます。

実際ランドセルにつきましては、すでに１６年間この事業を実施してきておりまして、保護者あ

るいは先生方、町民の方々にも１年生に上がる時には町からランドセルを貰えるということが定

着しているという部分がございます。また、議員ご指摘のとおり、入学に際しましては色々な物

が当然必要となって参りますので、そういった他の物をお祝い品としてお贈りする、あるいは自

由に使えるような商品券等をお贈りするといった、色々な考え方があるかと思いますけれども、

教育委員会といたしましては、すでにこの１６年間継続してきた中で、この事業の主旨が定着し

ているということ、また確かに小学校６年間ずっとランドセルを使うという児童も、一時期若干

減ってきている傾向もございました。ただ近年は、それでもずっと使っている子もいらっしゃい

ます。そういった中で、今までやってきた部分で、やはりランドセルっていうのはどれだけ使う

かどうか年数は色々ありますけども、１年生に上がる時には必ず購入する、必要になる物でござ

います。そういったことも含めて、学校関係者なり保護者の方、ＰＴＡの方々にご意見を伺いな

がら来年の入学時に向けて検討させていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費、１５ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
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 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、４項社会教育費、２目生涯教育費、１５ページです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 生涯教育費で、参考までに聞いておきたいんですけども、先ほどもちょっと出ましたけども、

団体補助の関係なんですけども、ここに羅列されております団体補助、これの根拠になっている

って言うか、そういうものがあるんでしたら、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 教育委員会の所管する各団体補助につきましては、記載のとおり子供に関する団体、あるいは

青年、女性、高齢者、あるいは文化ですとか体育の伝承、振興といったことで、町の中で活動を

されている団体に対し、文化振興、スポーツ振興、子供達の育成あるいは高齢者の福祉というよ

うなことで、研修ですとか勉強をする、あるいは大会の運営に関する経費と、そういった部分に

対して助成を行っているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 それが何回あるといった、そういった根拠ではないということですか。何回そういうものがあ

るからとか、そういうところから算出したようなものではないということですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 各団体の運営費に関しての補助ということでございますので、例年行っているものでございま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 いいですか。 

 

○３番（勝又武司君） 

 いいです。 
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○議長（村尾富造君） 

 無ければ、次に移ります。 

 ９款教育費、４項社会教育費、３目生涯学習総合センター費、１５ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、５項保健体育費、１目保健体育総務費、１６ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで教育費全般にわたり、質問もれはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、平成２３年度一般会計補正予算（第１号）歳出の質疑を終わります。 

 ここで、１１時３０分まで休憩いたします。 

                               休憩 午前１１時１８分～ 

                               再開 午前１１時３０分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 平成２３年度一般会計補正予算（第１号）歳入の質疑を受けます。 

 ３ページ、９款地方交付税から６ページ、２０款寄附金までの質疑を行います。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 平成２３年度一般会計補正予算（第１号）歳入の質疑を終わります。 

 次に、議案第３７号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の質疑を

行います。 

 説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 はじめに歳出、２款施設費、３ページについて質疑を行います。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 次に、歳入、２ページ、３款繰入金から５款諸収入までの質疑を行います。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 平成２３年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

 暫時休憩といたします。 

（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 
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 休憩を解いて、質疑を進めます。 

 議事の都合上、１時まで休憩といたします。 

                               休憩 午前１１時３５分～ 

                               再開 午後 １時００分 

○議長（村尾富造君） 
 午前中に引き続き、会議を開きます。 

 一括議題となっております、議案第３６号から議案第３７号までの各会計補正予算について、

総括質疑を行います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 色々な補正予算を聞きましたけれども、今回の補正予算の中でさまざまな事業、素晴らしい事

業もたくさんありますし、もっと予算も付けた方が良いと思うものもたくさんございますが、そ

の反面、この事業のこの予算はちょっとおかしいのではないのかと思うものも私は感じました。

町のお金というものは限りあるものだと、そういうふうに考える点から、財政がおかしくなる前

に今からやはりちゃんと精査するべきものはして、そういうふうにしていくのが私はベストだと

思っております。 

今年、町長も代わったことですし、良いものは存続し、そのまま続けて行くのは当り前なんで

すが、悪いものにはちゃんとスクラップして行きながら、そういう考えで進めていきたいと思い

ますが、そこのところはどういうふうに考えているか、町長にお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただ今、池下議員よりご質問のあった件でございますけれども、本町の今現在における財政状

況等でありますが、ご承知のように本町におきましては、今までも多くの先輩の皆さんが堅実な

財政行政運営をされて参っておりまして、そうした中において、今現在においては財政力指数と

併せて、地方財政の健全化に関する法律がありまして、その中の健全化率においてもいずれもそ

の数値に引っかかる、そういうようなものはない訳でありまして、順調な経営をさせていただい

ているところであります。 

ただ、今後のこととなりますと、まだまだ、それこそ東日本大震災の影響と、これからまた世

界的な情勢がどう変わっていくか分かりませんから、非常に危惧される面もある訳ですけども、

今の持ち得ている資料の中においては、健全財政は当分の間は維持できるという確信のもとで、

それぞれの事業を展開させていただくというふうに考えております。当然、行政ですから、一定

の継続性はきちっと確保していかなければならないというふうに思っている中にも、また新しい

考え方での刷新性を持ちながら、新しい町づくりに向かっていきたいというふうに思っておりま

す。特に、今回の定例議会で私も初当選をさせていただきまして、新しい町づくりという部分で、
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色々これから皆さん方のお力を借りながら、そして住民の皆さんの力を借りながら、本当にこの

町に住んでいて良かったなと、そう誰でも実感していただけるような町づくりのために、頑張っ

ていきたいというふうに考えている訳であります。 

いずれにしても、そういう事業を展開するにいたしましても、先ほどもありましたように、健

全財政の堅持と、これをしっかり守っていかなければというふうに考えているところでございま

して、そういう流れの中で、一つ積極的に行政運営も、そしてまた行財政改革も進めながら町づ

くりに望んでいきたいというふうに考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 町長の町政執行方針の中でも、次代を担う子供たちが伸び伸びと育ち、と謳っております。少

子化が一段と進行する中で、次代を担う子供たちが伸び伸びと安心して育てることが出来るとい

う、そういう町づくりを考えていると思いますが、実際、子供が第３子からは基本的にはいくら

いくら手当が出ると決まっておりますが、清里町で独自でこの少子化に対して具体的な何か案は

あるのか、ちょっとお伺いしたいんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

それぞれ今、過疎化が急激に進んでおりますし、また少子化も急激に進展をいたしております。

そうした中で、地域を活性化させ、また雇用の拡大を図ると。そうして町づくりの根幹をなして

いるものをきちっとやりながらも、子育て、健康づくり、そして教育、これらについても、最重

要な課題として取り組んでいかなければならないというふうに認識しているところでございます。 

特に子育て、教育の関係でありますけども、教育については今回、施政方針の中でも申し上げ

てきましたように、それぞれの特色ある学校教育というような部分を新たな目玉として取り上げ

てきたところでもあります。 

また、子育て関係におきましても、それぞれの対応といたしまして、医療費の問題だとか、保

育所の入所の関係だとか、色々と今後ありますし、またワクチンの接種の問題とかそれらについ

ても、これから十分に考えていかなければならないというふうに思っております。 

いずれにいたしましても、あれもこれもという訳にはいきませんので、あれかこれかできちっ

と方向性を決めながら、ご相談をし、かつ、予算化できるものについては予算化していきたいと

いうふうに考えております。執行方針の中にも一部そこら辺については記載をさせていただいて

おります。これから所管の委員会とも十分詰めながら推進していきたいというふうに考えており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の町長の答弁を聞きまして、ちょっと私なりに思ったんですが、ここに謳っているのは、子

供を産んで、学校へ行って、その過程で色々なことを一生懸命にやっているということなんです

が、私が実際に聞きたいのは、子供が生まれた段階で清里町にしか出来ない、他の町の人に言わ

せれば、清里町で子供を作ったら色々な手当、手厚いサービスがありますよとか、清里町に住ん

でいると良いことがありますよとか、そういう具体的なものっていうのは今のところは無いです

か。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

子育て事業としての妊婦さんを支援する事業だとか、それから新生児に対する訪問の事業だと

か、そういうソフト的な事業については、数多く組まさっておりまして、これは各町村それこそ

色んなサービス、事業というのは組まさっていると思います。ただ、金銭的に生まれたからいく

らとかですよとか、こう部分っていうのは今のところ具体的には特に考えておりませんけれども、

これらにつきましても、今後の対応の中で、本当にうちの町で子育てを絶対したいといった形で、

多く定住人口に繋がっていくというものが明らかになってくるというものがあれば、十分に検討

していきたいというふうに思っております。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 
 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の子育てのこととはちょっと違うんですが、移住定住、今回の補正予算に出されております

が、以前にも羽衣南地区でこの事業はやりましたけども、移住定住政策につきまして、ちょっと

暮らしやシーズンステイというふうに謳っている部分がありますが、あの地域も清里町の町民に

最終的には売ってしまったと。そういう観点で、今現在、移住体験事業とか実際にそういうこと

で、もし他町村から、また内地の方から来た時に、体験する住宅がどの程度持っているのでしょ

うか。ちょっとお聞きしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 移住定住の関係でありますけれども、北海道自体も移住定住の大きな組織を持ってやっており

まして、全体の協議会があります。その中に清里町も加入させていただきながら、色んな情報を

いただき、その移住定住の部分に向けて取り組んでいるというところでありまして、具体的な部
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分というのは、移住定住の協議会が町の中に、実は行政組織とは別にございます。そうした中で、

そこで受付などをしながら移住定住、定住と言うよりも移住ですね。それと、ちょっと暮らしだ

とかシーズンステイ、こういう部分についての取り扱いをしているところでございまして、現在

清里町の中に、本町で２つの住宅を持っているというふうに聞いております。また、札弦にも住

宅を持っているというふうに聞いておりますが、私が今聞いている段階では、３つの住宅がある

というふうに聞いておりまして、また、ちょっと暮らしだとかシーズンステイでほぼ夏場と言い

ますか、秋ぐらいまではもうびっしりの状態だというふうにもお聞きをしているところでござい

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

今現在、本町が２軒、札弦が１軒という話を聞きましたけども、実際、羽衣南に確か４軒あっ

たと思うんですが、このうち実際に網走信金さんに売られたのかなと思うんですが、こういうふ

うにせっかくそういう事業で立ち上げて体験してもらうということで立ち上げたはずなのに、そ

ういうふうに、言葉はちょっと悪いかもしれませんけども、売っ払ってしまっていいのかと。そ

れでまた新たに、新町に定住移住でこうやって事業をやるっていうのは、ちょっと私は理解出来

ないところがあるんですが、その辺はいかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今の移住住宅の関係ですが、これにつきましては、当初から信用金庫さんの住宅として、移住

定住で何年か使った後には売りますということを条件に、建設業界の方で建設をして、２年間、

確か２年間だったと思いますが、２年間だけは移住定住でやってみましょうと。その後について

は売って、建築業者さんですので、やっぱり建築資金をいただかなきゃならないということで、

スタートをしたということの２年間が２戸であります。そして信金さんに売りましたので、後の

部分が無くなりますから、それでまた新たに２戸を建てたということで、現状は２戸。全体では

４戸あって、４戸と言うよりも２戸と２戸、ということでご理解いただければと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 またちょっと話が変わりますが、清里町のごみ処理、これはセンターなんですが、分別により

一層の減量化またリサイクル化、これは町でもやっているのは私も解っておりますが、計画的な

整備による清掃センター並びに最終処分場の延命化を図って参ります、と謳っておりますが、こ

の延命化という部分でちょっとお聞きしたいのですが、実際に昨年度も、斜里町からの燃えるご
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みですね、２４０万７千円のお金をもらって処分しております。これ延命化と言うのであれば、

なぜ他の町のごみを持ってきて、こうやってやっているのかっていうことをちょっとお聞きした

いのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ごみの焼却施設の関係でございますけれども、これにつきましては、焼却施設を持っている町

村っていうのは今、かなり少ない訳でありまして、清里町はダイオキシンの規制のかかった後も

その基準に合うように、平成１４年、１５年でしたか、改修をかけて現在の姿になってきている

ということでございまして、それらの設備がやっぱり経年で遂次修繕をかけながらきております

けども、どうしても経年的なものがございまして、整備をしていかなければならない。ただ、整

備にあたりまして、非常にそれぞれの設備が高額なものですから、一気に取り替えてしまうとか

っていうのはなかなかいきませんし、またごみの焼却の関係がありますから、その期間だけずっ

と休んでということにもなりませんので、それらの関係については延命化の計画をもうすでに立

てておりますので、その中でまた高額なものについては道や国の支援をいただけるものなのかど

うか、これから十分精査をしながら、計画的に進めて参りたいということで扱ってきているとこ

ろでありまして、今般も一部その中で、どうしてもすぐにやらなきゃならない、それをやらなき

ゃいつ止まるか分からないという部分については、今回の中でも補正を措置させていただいたと

ころでございます。 

また、斜里町から、ご指摘のようにごみを持ってきてと言いますか、焼却をさせていただいて

いるということでありますが、これにつきましては、ご承知のように斜里町には焼却施設はあり

ません。今までずっと埋め立てをしてきたのでありますが、その埋立施設が満杯状態になってい

るということと、現在その燃焼施設、うちの施設とはちょっと違うのですけども、一応焼却施設

になるんだろうと思いますが、その焼却施設の建設にいよいよ入ったということでありますが、

その期間が間に合わないということで、うちだけではなく、小清水町に対しても、その広域ごみ

処理の計画の中において、やれるだけお願いをしたいということでのお願いをいただいた訳であ

りまして、今現在、うちの方としての能力を超えない範ちゅうで、斜里からのごみを受け入れる

というようなことで進めている訳でありまして、本当は気持ち的には受け入れたくないんですけ

ども、他の町のごみですから。そうは言ってもやっぱりよそでそういう状況で大変苦慮している

という状況でありますから、うちの能力を超えて、修繕が早くなるということであれば大変なこ

とになりますが、そうでない限りにおいて、斜里町のごみについての受け入れを行っているとい

う状況でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今日、午前中の補正予算から色々と私も質疑をさせていただきました。実際私も１年生で、正
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直この総括質疑っていうのがあるのを知らなかった訳で、そんなに資料も用意してなかったんで

すが、午前中から色々と質疑をさせていただきましたので、大変勉強になりました。私の質疑は

これで終わりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 それでは総括ということで、何点か質問させていただきたいと思います。今年度、補正予算を

含めて一般会計４３億５,３００万、６特別会計５,７７７万なにがし、ちょうど昨年と似たような

数字になってきたなと。ただ、年度当初でありますので、新しい新規体制の中、色々と顔を出し

ながらと言いますか、個性を出しながら進めてこられているのかなと、これまた楽しみに見て参

りたいなというふうに思いますし、当然今までやられていた、橋場元町長のやり方の大変良いや

り方のところも当然引き継いでいかれて、それから悪いところも当然精査していかなきゃならな

い、そんなふうに思っているところでありますが、今までの中でどうするのかなという部分が２、

３ございました。 

それは、地域担当者制度の関係であります。大変発想的には素晴らしいと私共も理解するとこ

ろでありますが、ただ、その施行にあたっては大変難しい部分でありますし、これ以上解決と言

うか、改革が出来ないのであれば無くしてもいいのかなと。ただ、せっかく出来たものですから、

どういう形が一番良いのかっていう部分、無くすのは簡単でありますけれども、ここら辺をどう

いうような使い分けをするのか、これらをどう進めていくのかお聞きをしたいという部分。 

それから、定年間近になりますと参与制という部分を含めて、これはまだ中止になってきてご

ざいませんし、今回はその例にのってないという部分。これらもどういうふうに捉えて進めてい

くのか。 

それから、行政側ではない訳でありますが、自治会との関係の敬老会の関係であります。これ

らも色々と問題があってどうしようかと。当然、執行部の関係については自治会にお任せをする

っていう部分の流れできているはずだと理解をするところでありますが、今年度の新しい自治会

の役員の方がどういうふうに決まって、どういうふうに進めていくのかなという部分。これらも

大変興味のあるところであります。 

それから、特別会計の関係、焼酎事業であります。これも大変毎年出費が重なり、市場原理は

極端に焼酎の人気が無くなったよだとか、市場にかなり左右されるという部分があって、一般会

計から手出しをしているというところで、ここら辺についても本来、北酒連、北酒販で本当に任

していて良いのかという部分。地元業者が今では、インターネット等で販売も出来るという部分

もあるだろうし、それから価格をまだまだ高くして、そして町民還元を増やすとかっていう色ん

な方策があるんだろうと。当時３年前、４年前の時に１億売り上げた時には、大変興味があって

質問もした記憶もあるんですが、だんだんそれが１億からずっと外れてきてから、何かいつの間

にか置き去りにされたという部分、何か興味の半減した部分がある訳ですが、これもほっておけ

ないという部分もございます。何とか売り上げを上げたいという思いもあるところでございます。 

また別な特会なんですが、介護老人施設の関係の、これは指定管理で行っているという部分、

これは理解をし、そして町の職員がそこに出先で出ている。これらについても、これからずっと
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続けるのかどうか。当然、指定管理という部分の中では、その中で運用していただきたいという

部分もある訳でありまして。本来、職員が戻ってきても良いのかなと、そこら辺を含めて何点か

お聞きをしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 数点にわたってのご質問でございますので、短くいきたいと思います。 

まず１点目の、地域担当者制度の件でありますが、この件については地域の自治会の何らかの

情報の共有と、そういうお互いの支え合いみたいな形の中で発足をさせた訳ですが、担当員とい

うことで、どうしても責任の度合いが非常に難しいということもございまして、また自治会の中

でもやってもらうことがなければ、ただの情報だけであれば、直接その所管の所に聞いた方が早

いだとか、そういうようなことがありまして、現実的に相互の連携が取れていないというような

実情に今現在もあるんだろうというふうに思っております。実は今回もちょうど３月で３年間の

職員の配置をしておりますから、ちょうど切れたものですから、この時点でも色々内部でも検討

を加えてきたところでございます。今すぐそのことをもってどうこうという形には、今の段階で

は妙案が出ておりませんけれども、この執行計画にもありますようには、新たな町づくりの中で

地域活動の支援・協議の形を、今後住民の手に委ねられるところはそっちに持っていきたいとい

うようなことで記載をさせていただいておりますので、そういうふうに実際に町づくりが動き始

めたら、必ずこの制度が活きてくるだろうというようなことで、まだ具体的なものはありません

けれども、そういうような方向性で現在も続けているところでありまして、そういうような方向

に少しずつ向かっていければなということで、ご理解をいただければと思います。 

 それから職員の参事制と言いますか、降任制度の関係かと思いますが、実質的にこの関係につ

いては要綱要領の関係があります。これについては、私としては廃止をしながらもっていきたい

というふうに考えておりますし、今回の人事の中でも、すでにそういう配置をさせていただいた

ところでもございます。 

 それから次に、自治会の敬老会のあり方でございますが、この関係につきましても、一昨年の

自治会長会議の中でも話題になりました。そして色んな意見が出て参りまして、最終的に自治会

連合会の中で一定の方向性を出すので、それで協議をさせていただきたいと、こういうことで収

まっておりまして、その関係は自治会の方から、こういうような形でというものをいただきまし

た。私の方といたしましても、自治会の範ちゅうの中でそれをきちっとやっていただけるのであ

れば、そういうような方向性で扱っていかなければというふうなことで、担当の方にも指示をし

ているところでございます。 

 それから、焼酎事業の関係であります。これは昭和５０年に清里の特産品を作るということで、

名物を作るということで始まった事業でございます。今まで３６年の歴史を数えておりまして、

今、清里町で、清里町の名物は何ですかと町民の方々に聞いたら、やっぱり清里焼酎と言うのが

一番最初に出てくる、そうした定着した事業になっているんだなというふうに思っております。

ただ、残念なことに、ずっと今まで繰入れをしながらやってきたということも事実でありまして、

これらの関係も少しずつ改善をしながら、繰入れを何とかしないところで頑張っていけるように
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なればなということでございます。今回の予算につきましても、３００万の当初予算で繰入れに

なっておりますが、本来であればこれを何とか繰入れないで予算を組みたかった訳ですけれども、

実質的に今、景気が随分下がってきております。そしてまた３月１１日の大震災ということで、

やっぱり売れ行きがグッと落ちたということで、やっぱりこの３００万の予算はしょうがないの

かなというふうに思っておりますけれども、ただ、ご意見をいただきましたように、その販売の

中身でありまして、これらについては、これからもう一度、そこら辺の部分を精査をしながらい

きたいと思っておりますが、ただ、卸しの部分はどう見ても下がっては来ているんです。流通体

系が変わってますから。下がっては来ておりますけれども、まだはるかに大きな割合を占めてお

ります。そうしたことで、そこら辺も両方加味しながら、逆に言えばそれはそれとして、地元で

ないと扱えない、地元でないと売っていないというような製品を作っていきたいと思っておりま

すし、また、味の方も相当定着はしておりますけれども、それらのついてもまだまだ美味しい味

があるのか、そこら辺もよく技術の担当の方にはお話をしておりますので、試験研究は続けてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

 それから次に、介護老人施設の社会福祉協議会の指定管理施設の関係でありますが、これも平

成１２年の介護保険制度が始まると同時に運営が始まった訳であります。その後、地方自治体に

おける指定管理制度という制度が出来まして、今、その制度の中で運営をいただいているところ

であります。ご指摘をいただきました、そこに派遣されている職員について、そろそろ考える時

期ではないのかということかと思いますが、これらについても内容をじっくりと精査し、職員の

一定の能力を必要としているのかどうか、そこら辺も含めて精査をさせていただければというふ

うに思っております。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 
 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 地域担当の関係、それから参与の部分については今後改善と言うのか、変えていくよという部

分で理解した訳でありますが、敬老会の関係については、最終的にはどうなったんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 
 副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 敬老会の関係は、自治会からの要望も踏まえ参考にしていただきまして、敬老会は開かなきゃ

駄目なんですけども、出席していただいた方１名に３千円以内、それから自治会から要望のあり

ました、参加されなかった方にもというご意見もございましたので、その方には１名１千円以内

というふうにご理解いただきたいと思いますけども、そういうことで今、進めているところでご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 畠山英樹君。 
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○５番（畠山英樹君） 

 そうしたら、自治会では正式に決まったということで理解して良いんだろうというふうに思い

ます。 

 それから、焼酎の関係でありますけれども、その取扱店の割合が高いという部分、これは当然

理解はする訳でありますけれども、本来私たちが買う分については、地元業者から買う部分と、

それからたまにドライブに行ったり、ホテルに行ったりすると、ラベルの変わった同じ浪漫倶楽

部が売っている。これが果たして同じ値段なのかっていう部分。これさほど高い訳でもないよう

な気がするんですが、それはオリジナルで頼まれた部分も同じぐらいの値段で売っていて、実際

に損する時に繰入れをする。どうせ損するなら、町民が飲んでいて損するというなら理解するん

ですが、他に売っていて、そのとばっちりが来るというのであれば、これは不都合と言いますか、

理屈の合わない部分があるんで、ここら辺何とか売れない部分については自分達が出すっていう

のは当然だろうと思うけれども、他の町村だとか、他の会社が売っていて、それのマイナスの部

分もうちらが見るというのはきつい部分だろうと思いますんで、そこら辺についてお聞きしたい

と思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず、前段の敬老会の関係につきましては、先ほど申し上げましたような形の中で、自治会連

合会と協議済みで了解をいただいているところでございます。 

 それから、焼酎の関係でありますが、今、お話のありました関係については、ＰＢボトルの関

係だと思います。ラベルだけが違うという。中身については浪漫倶楽部であれは浪漫倶楽部です。

これはその中からラベルだけ貼り変えて出しているということですから、金額的には高いだとか

安いだとかということではなくて、卸しは卸しの値段で出ていっているというのが実情でありま

す。それから受託加工の分があります。委託を受けてやっている。これについては、きちっと全

部精算をして計算をして、お金に全て換えていっておりますので、その中でその部分で赤字にな

るとかというのは一切ありません。全部計算をされて償却費から全部入れた上で１本当たりいく

らですから、受託でやっているのはかなり高くなっていると思います。実際的には。と言うのは、

訓子府のスノーマーチを一昨年からやっていますが、１本当たりで単純計算で１,４００円以上で

ないと売れないくらいにたぶんついていると思います。ですから、ＰＢでラベルだけ貼り変えて

いるのは、ラベルだけの問題ですから、本数との計算だけでいいと思います。１ラベルが何十円

も何百円もするものではなく何円の話ですから、ほとんどその中では影響はしておりません。今、

申し上げましたように受託加工についてだけです。それと前に出ていた長芋をやった東藻琴につ

いても、それが合わないということで、途中でやれませんということで向こうと話した結果、駄

目だということで、やめる物はやめております。それでうちの条件をのんでくれる所だけ、やら

させてもらっているというのが、今の現状であります。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 焼酎の関係については当然、建物を建てた時からの原価計算をして、そしてそれがプラスにな

るような価格体系を取らなければならないのは当然そうだろうと思っていますし、それから、そ

のラベルだけと言いながらも、在庫から貼り方からの作業については大変手間の掛かる部分もあ

るだろうと思ってございますので、それで尚かつ最終的に儲かるのなら一番良いと言いますか、

何も問題は出ない訳でありますが、実際に売れなくなって製造を少なめにするとかっていう、そ

ういう発想しか出来なくなってくると、大変厳しい運営状況になってくるのかなと、そんな思い

をするところであります。これについても、何とか売り上げを上げていただいて、そして良い方

法を取っていただくと、これが一番の進めだろうと思っています。 

 老健の関係でありますが、役場の職員もいずれというふうに思う訳でありますが、当然この中

で、維持管理それから経費節減というふうに努力をされている方々が、同じ給与体系では無いと

いう部分の中で、本当に仲間意識が出来るのかなという部分も心配するところでありますし、毎

年、老健がお金が余ると一般会計に戻ってくるという部分は何でかということをお聞きしたら、

税金の関係ですと。本当に一つの指定管理にお願いしたら、当然積立からすぐ使うお金という部

分が無ければ自主運営出来ないというふうに思っているところであります。ここら辺についても、

また収入がプラスになると戻すというようなお考えがあるのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 老健の管理をしていただいているのは社会福祉協議会ということでありますから、税等の対策

を当然していかなければならないというようなことで、基本的に老健側で使うお金、それから維

持管理、また補修などのお金。大きなのはまた別です。これは町の方で補正を組みながらやって

いきますけども、そういう部分を加味しながらも、単純に言ったら税金対策もしなければという、

そちらの方が主でありまして、仮に余剰金が出ると約４０から４５パーセントぐらいが税金にな

ってしまう訳で、その部分は大きく出ないように、その中で調整出来るものは調整して、また必

要な時には必要に応じて、毎年の予算の中で措置をさせてもらうというようなやり方を今までも

続けておりますし、今後もそういうふうにしていきたいというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 
 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 指定管理という意味合いの部分、それが正しいやり方なのか分からないんですが、私共はそち

らに任して全てやっていただくというのが指定管理なのかなというふうに思っていたんですが、

都合の良い時だけ指定管理にして、あとは税金だからと言って、実際それで通っているんですが、

このことが良いのかっていう部分と、一番気になる部分が、ここの施設に入所している方の中で
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亡くなっただとか退所される方の寄付行為。これらについて、最近は福祉協議会の方から収入金

額出ていないんです。これがどのくらい出て、そしてどういう使い方をされているのか、これを

お聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 老健施設を運営していく中においての寄付行為と、それの取り扱いの関係でありますが、今、

具体的な数字を持ち得ていないということでありますので、後ほど調べてご報告をさせていただ

きたいと思います。 

それから先ほどありました、指定管理の前段の関係でありますけれども、指定管理そのものに

ついては委託事業とは違いますので、全面的な運営を町に代わってやってもらうというのが、代

行という形、これが指定管理であります。委託業務ではありません。そういうような中で、基本

的にはインセンティブを普通起こしてやりますが、インセンティブというのは利益が上がった部

分の、お互いにその施設を使って利益を上げる訳ですから、その部分を上げた人もお願いした人

も分け合うという手法なんですが、そういうような手法も実はございます。この施設については、

ご承知のように先ほど来申し上げておりますが、利益が出るとそれだけのものが税でいきますの

で、一回戻してもらって、そしてまた翌年度の予算の中できちっと反映させる、そしてまた余れ

ば戻してもらってまたというようにするということで、決して運営上に支障をきたすような形で

のやり方はとっていない訳でありますけれども、ただご指摘をいただいたように、どうも見えに

くいという部分があるのかなというふうに思っておりますので、そこら辺、まだ良い方法があれ

ば、また検討していきたいと思います。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 
 今の質問で答弁漏れなんだけど、金額ばかりでなく、寄付行為を受けたやつはどういう扱いを

しているんだと。だから、余ったやつは全部町に戻しているんで、その中に入っているのではな

いかという質問だから。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それらの関係は町の方からの委託事業費とは全然違いますので、老健の雑入会計に別に入りま

す。それで老健側がその部分は色んな運営費に使ったり、修繕って言うのかな、そういうやつに

使って、別会計になっておりますので、それが余ったからといって町の方に戻ってくるとか、そ

ういうことには一切なっておりません。 

 

○議長（村尾富造君） 
 畠山英樹君。 
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○５番（畠山英樹君） 

 そうしたら、そちらの関係については調べようが無いというふうに理解して良いのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 寄附金の件数と金額については、今調べて、後ほどご報告申し上げたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 寄付の金額も大切ではありますけれども、それがどういうよう状態で寄付をされているのかっ

て言う意味合いであって、これは町に寄付したのかっていう部分と、それから職員の人たちに今

までお世話になったからご苦労さんという意味なのか、それによっての使い方が当然出てくるの

だろうと。それは私たちには見えてこないという部分がある訳でありますが。ただ、寄付行為を

いただいたよというだけの判断ぐらいしか、私たちには分からないので、分かればそこの中身、

相手方のその思いと、それからその使い方が分かれば教えて欲しいです。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それらを含めまして、後ほどご報告をさせていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 それでは大体聞くこともなくなって、お話がそちらの方から出てくれば、別の機会にでもお話

をさせていただきながら、より良い町づくりと言いますか、行政に携わる私どもとしても、皆さ

んと一緒に頑張っていきたいと、そんなふうに思っておりますので、一つ今後ともよろしくお願

いします。 

 

○議長（村尾富造君） 
 次、澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 
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畠山議員と重なるところもあるので、重ならないように精査したいと思います。 

補正予算審議がなされまして、昨日の町長の町政執行方針の力強いお言葉をいただきまして、

今後の取り組みの思いが語られた訳でございますが、具体的な目標がなされ、住民主体の町づく

りを進めるために、自由な意見交換の場を設けるとありますが、町民参加型システム、健全財政

を維持しながら第５次総合計画と、第２期自立計画最終年度に当たって、今回の東日本大震災の

影響がございまして、国の予算が災害復興に向けられることもありまして、計画どおりの地方交

付税が見込めないのではないかという危惧をする訳ですが、その辺の見通しについてもお聞かせ

いただきたいと思います。４項目か５項目ありますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

メインスローガンであります、住民の協働、共生、共創の町づくりと、自助、共助、公助の補

完性の原則、具体的には地域創造力、地域教育力、地域生活力の３地域力とありますが、具体的

にその地域力の今後の進め方についてお聞きしたいと思います。 

 次に、花と緑と交流の町づくりということで謳っておりますが、今朝の新聞にも出ておりまし

たが、町内全域での庭園構想とあります。大きな看板だと思いますが、他の地域から来ても花と

緑の特徴をアピールして、どこをどのように見たら良いのかというような、案内とかそういうマ

ップ作りも必要ではないかなと思います。 

 続きまして、先ほど畠山議員も指摘しておりましたが、焼酎事業につきまして、色んな要素で

売り上げが減少している訳でございますが、減産計画にもよりまして貯留瓶の空きがあれば、こ

だわりのお酒と言うか、古酒、５年以上の物が保管できて、セレクションという５年以上の物が

あるんですけども、それに匹敵する７年とか１０年とかというものが出来ないものなのか、今後

の方向についてお聞きしたいと思います。 

 その次に、太陽光だとか温泉熱、水の自然エネルギー、クリーンエネルギーの利用の目的が考

えられると思いますが、昨日、前中議員の一般質問でありましたように、災害もありますけども、

逆手にとって、ダムを水力として水力電源として利用出来ないか、その方向性と開発なり諮問機

関に話をして精査してもらって、水力発電としての電気の利用なんてことも考えてはどうかと思

います。 

 その次に、緊急医療体制ですが、緊急医療は地元病院を含めて３次医療機関との協調性の連携

が必要ということを謳われておりますが、近隣病院との搬送の関係の現状と、他の病院への資金

援助がどの程度なされているのか、現状をお聞かせいただきたいと思います。 

 最後になりますが、２０年間、東大陸上部が清里町で合宿を行って、色んな交流、滞在の恩恵

を受けている訳ですが、町長の所信にありますように、スポーツの振興と交流人口の増大という

ことで、スポーツ合宿の誘致の取り組みなどを進めていきたいと言われておりますが、具体的に

どのように進めていくのか、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

数点ございますので、要約しながら申し上げたいと思います。 

まず、色んな活動に対する、そういう場作りと言いますか、集会だとか情報の共有をしていく

中での場作りというようなことで、これからの町づくり、何回も申し上げておりますように、住



 97

民と行政とが一体になった町づくりをしていかなければならないというふうに考えておりまして、

住民参加と協働、共創の町づくりというのを私の方針としても打ち出しているところでもありま

すし、また当然、総合計画の中にもそういう方向性に向いた町づくりを提唱しているところであ

りまして、これらについては、従来も自治会との対話集会、また関係機関団体との懇話会だとか、

そういうのも行ってきておりますけれども、より具体的に地域興しのグループだとか色んな関係

機関、団体と積極的にお話をしていきたいというようなことで、これから具体的などういう手法

でやっていくかという部分については、今後、そういう場作りについての対応を町内的にも十分

検討していきたいというふうに考えているところでございます。いずれにしろ、協働、共創の町

づくりを一緒になってやるためには、そうした場でお互いの意見を交換するということも必要か

と思っておりますので、そのように進めて参る所存であります。 

それから２点目の、財政の見通しということでありまして、なかなか今の状況は大変な状況で

ありまして、単純に見通しは立てられませんが、ただ１点ですね、今年度の場合においては、地

方財政が厳しいというようなことで財政の発動が実はありまして、今年は去年よりは若干増える

見通しを持っております。ただ、増える見通しなんですが、これは大震災前の話だった訳ですか

ら、たぶんそれはそれ、これはこれで国も予算は付けながら執行していくのだろうと。そうしな

いと皆が引っ込んでしまいますから、そういうような形になるんだろうということで、まず今年

度については前段申し上げました形で、少し例年よりは交付税に跳ね返りが大きくなるんだろう

というふうに思っておりますが、ただ、来年以降になりますと、今の状況の中では一般的な交付

税の算定の基準はありますけれども、その基準を上回るということにはたぶんならない。徐々に

厳しさが増してくるのだろうというふうに考えているところでありまして、健全財政の堅持のた

めにも、そこら辺の情報をしっかりと把握しながら、町づくりの予算措置についても考えなけれ

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。 

それから、先ほど第５次総合計画の住民の協働と共生、共創の町づくりに対する、その３つの

創造力の話でありますが、これは概念的な話というふうに思っているところでございます。基本

的に記載になっている地域創造力、地域教育力、それから地域生活力。この３つの地域力を持っ

て、住民参加と協働、共生の町づくりを進めていくという考え方であります。基本的に地域創造

力というのは、地域の活性化に繋げようとする、その地域の持っている色んな自然だとか施設だ

とか、そういうような力を有効に連携を取りながら活用して、そういう創造をしていくというよ

うな、ちょっと言葉で上手く言えないんですが、そういうような意味合いのものかなというふう

に思っておりますし、また教育力につきましても、ほぼ同じような形にはなってきますけれども、

人や町やそれぞれの地域が発展していくための教育としての、子育ても含みますし、大人も入り

ますし、その中には全体の住民相互というような意味での教育力が問われてくるんだろうという

ふうに思っております。また、地域生活力の関係でありますが、これにつきましては地域に住ん

でいる方の自主的、主体的な活動、そして地域でより支えあう、また絆、表現力などを地域の活

性化にどういうふうに繋げていくかという、そういうような考え方の地域生活力ということであ

ります。いずれにいたしましても、この３つの地域力を総合的に、地域全体に影響を及ぼしなが

ら、第５次総合計画の住民参加と協働、共生、共創の町づくりの基礎としての住民の活動のあり

方、また地域資源の活用のあり方を、概念的に表したものというふうにご理解をいただければと

いうふうに思います。 

 それから次に、庭園の町づくりの関係であります。今回私の掲げている執行方針の中にも庭園
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の町づくり、そうしたプロジェクト構想を検討していきたいというふうに打ち出しているところ

でございます。清里町全体をそういう一つのイメージ、トータルとして考えていきながら、方向

性を共有していきたい。一つ一つの施策を言うのではなくて、全体を包含した中での、うちの町

でのイメージとしてそういうものを押さえながら、町づくりの方向性を皆で共有していきたいと

いうイメージでございます。当然今回の総合計画の中のイメージとも、この総合計画の中には具

体的にこの町づくりを、という表現が実は出ておりません。「人と自然が共に輝く」という、何

だか漠然としていますので、それを網羅的に町の方向性として分かりやすく表現をさせてもらい、

その中に色んな各種の事業を、各分野の事業を張り付けていき、それを一つの方向性として捉え

ていくという考え方でございます。そういうことですから、今回の総合計画の中でそれぞれ掲げ

ております方向性と、それぞれの施策について、今後グランドデザインの中で表していくことに

なりますので、そういう中にもきちっと位置付けをし、かつマップ等でも皆さんに分かりやすく、

目で見て分かりやすく、文章で読まないと分からないというのではなくて、目で見てイメージが

湧くようなものを、一つ今後作成をしていきたいというふうに考えているところであります。 

 それから焼酎の関係であります。ご指摘のとおり、うちで一番高級で年数の経っているのは５

年物のセレクションという焼酎であります。このセレクションの焼酎にはずっと今まで溜めてき

たものが入っております。それと５年以内の物は入っていないんです。そのタンクには。５年経

ったやつをそこに入れていきますから、古いやつは本当に何十年ということになるんですけど、

ただ全部混合されてしまいますから、表示上５年としか言えないというような仕組みになってお

ります。そしてタンクも今、余裕のタンクは持ち合わせておりませんので、どうしても今、それ

でやらざるを得ない。それで今考えているのは、古くなって何回も出してきた浪漫倶楽部の樽が、

いよいよ最後になるなという部分に長期貯蔵を今ちょっと入れて試験をしております。これは数

が限られておりますから、地元だけで売っていきたいなということで、ここに来ないと買えない

ぞという、そういうような物として次の対策で打ち出そうということで、焼酎工場の方と今、詰

めているところでありますが、これはもうちょっと最後の最後の樽なものですから、なかなかそ

の色合いとか風味だとか時間が掛かるというようなことで、もう少し時間をいただければなとい

うふうに思っておりまして、特別な酒を作って地元でしか売らないぞという、そういうものもあ

って良いのではなかろうかと。逆にそういうもので人を呼びつけると、来ていただくというのも

一つの戦略になり得るのかなということで、そういう発想を今しているところでございます。 

 それから、次のクリーンエネルギーの関係でありますが、町におきましても３年目になります

が、太陽光の支援の関係、随分と当時から見て、町の町民の皆さんにおいても取り組みが変わっ

て来ております。当初１０件を予定していたのが、今回さらに５件追加をして、そういう部分で

補正をさせていただいております。その中でご指摘をいただいた、ダムもあるんじゃないのかと

いうことでありますが、実はこれ１市４町で構成しております、畑かんの協議会の会議の席でも、

首長の方からこの話が実は出ております。せっかくの有効な資源がすでにある訳ですから、少し

手を加えれば、そういうことも可能ではないだろうかというようなことで、これは大きな課題で

ありますので、町村会ともこれから具体的に詰めて、またオホーツク圏活性化期成会もあります

ので、そちらの方にも上げながら可能なのかどうなのか、そこら辺を踏まえながら、これらにつ

いては大きな課題として要請をしていければなというふうに考えている次第でございます。 

 それから、次の救急医療の関係であります。ご承知のように本町においては、診療所１軒とい

うことでありまして、またその医師も一人しかおりません。どうしても２４時間体制の救急とい
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うのは厳しい状況にありまして、日中の救急はですね、可能な限り受け入れていただいておりま

すけれども、今日も何か先ほど１回入って転送されたというようなこともありますが、そういう

ような形で出来得る限り地元でやっていきたいということで、今、医療機関の方にも要請をかけ

ておりますが、現状問題としてのこともありますので、斜里国保病院、それから小清水日赤病院

につきましては、私が出掛けてそれらの経過のお話をさせていただき、協力要請をさせていただ

いたところでもございます。また、２次、３次となりますと網走厚生病院、ここには町も支援を

させていただいて協力病院という形になっておりますので、そこを中心に救急医療の部分では対

応していきたい。ただし、どうしても土日の関係で持ち回りで病院が救急医療を受け入れるとい

う形が網走で取らさっておりますので、それらの関係については今、関係の網走保健所の関係で、

網走医師会と費用負担のあり方についても、網走はすでにもう出しているということなんです。

関係市町村も何らかのそういうような支援方策があればなという、そういう話をいただいており

まして、今、具体的に作業に入ってきたと。今後、それらの関係について一定の方向性が見えた

段階では、議会とも十分に協議をさせていただきながら、最終判断をさせていただきたいという

ふうに考えているところであります。 

 それから、次のスポーツ合宿等の誘致の考え方でございますが、ご指摘をいただきましたよう

に、東京大学の長距離陸上部が二十数年前から清里に来て合宿を夏場にしております。当初は清

里町と九州で１年おきに実はやっていたんですが、うちの方の待遇が非常に良かったと当時はで

すね、今も良いと思いますけども、そういうようなことで、それであればということで、ずっと

清里町に来てもらえるようになりました。ただ、残念なことに、きちっとしたバックアップ体制

が、サポート体制がとれていなかったということで、昨年にその協議会が新たに起きてですね、

そういう来ていただける方との交流だとか、そういう部分を含めたバックアップ体制がやっと整

ったところでございます。そういう中で、うちのこういう気象条件で本州の暑い、人が住めない

ような時にこっちに来て、大いにスポーツをしていただき、また、うちある色んな施設資源を活

用していただければ、尚ありがたいというようなことを考えまして、これらについての誘致に向

けた取り組みを進めていきたい。当然、先ほど申し上げましたサポート体制がもうすでに出来て

いる部分がありますので、そちらの方とも十分に協議をした中で、どういうスタイルが最も良い

のか、成果が上がる方法はどういう方法があるのか、これらについても、これからじっくりと関

係者と相談をしていきながら、出来れば来年当たりから、この暑さは続くと思いますので、清里

に来て練習をして良い成績を修めていただければなというふうに思っているところでございます。 

 それからすみませんが、先ほどの関係でございます。老健に対する寄付の関係でございますが

よろしいでしょうか。それでは、申し上げたいと思います。一昨年は実績といたしまして１７件

のご寄付をいただいたそうでありまして、金額といたしましては１１７万円のご寄付ということ

でいただいているそうです。それの処理の仕方でありますけれども、先ほど申し上げました雑入

として施設側として受入れをいたしております。そしてまた、その金額以外にもですね、職員に

対しては、その時に飲み物だとか、果物だとか、そういうものもいただいているというようなこ

とでありまして、そういうものについては、職員でそれぞれ対応させていただいている、そうい

うような内容でございます。この寄付については、ほとんどがお亡くなりになられた時に、あり

がとうございましたということで、ご寄付をいただいているということでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 澤田議員の質問の前に、畠山議員、今の関係で再質問があれば。いいですか。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 いいです。 

 

○議長（村尾富造君） 
 それでは澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

項目がいっぱいで誠に申し訳ないですけども、町長も始まりということで、夢と希望に満ちた

理想がすごく入っているのかなという感じで、町民をうまく抱き込んで進んでいくのかなと、言

葉の魔術に巻き込まれそうな感じで。答弁をいただきまして、時間をかけてやっていってくれる

ということで積極的に進めて、町民を巻き込んでも良いですけど、庭園の町づくりの方向性につ

いても経済を伴うので、町民の経済活動がおろそかにならない範ちゅうで協力が出来ると思うの

で、まず町民の生活が大事なので、その辺は考えていただきたいなと思います。 

焼酎の関係も色んな構想も考えられていて、瓶も余っていないということで、出来るだけ早い、

コンパクトでも良いですから、その清里でしか味わえないような焼酎、清里に来なければ買えな

いような幻の焼酎がやっぱりこれからは価値があるのではないかと思うので、色んな感覚で進め

て積極的にやってもらいたいと思います。 

それから、クリーンエネルギーの関係も、そのダムの関係も積極的に進めて、国の施策にもあ

りますので、どれだけの電力がとりあえず出来るのか、設備にどれくらい掛かるのかという試案

を早急にどこかの関係機関にお願いして、関連町村との連携を取りながら進めていってもらいた

いと思います。 

救急の関係も、厚生病院関係には、それなりの町の負担はしていると思うけれども、小清水の

透析関係のバスとかっていうことで、近隣町村には今まであまり投資はしていないということで、

その辺のことも議会とも含めて、救急体制がスムーズにいくような、多少の負担はやはり町民の

税金を使う訳ですけども、生命財産を守るためには応分の負担は必要でないかなと思います。地

元の病院の体制も、指導を進めていってもらいたいと思います。先生１人ではなくて２人体制で

やれるのか、その辺も進めていってもらいたいと思います。 

実行力で町民のために何とか、勢いのある町長ですから、健全財政を堅持しながら、町民の暮

らしの安心・安全を守りながら、住んでて良かったなと思える清里町になるように、是非リーダ

ーシップをとって頑張っていただきたいと思います。何かあればお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それぞれご質問をいただいております、焼酎のこと、また、ダムでの電気の発電のこと、そし

て課題でもありました救急の医療体制のことなど、たくさんのご意見、そしてご提言等をいただ

いております。私としてはこの４年間の当面する諸課題等について、今回初めての執行方針を、
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そして所信を述べさせていただいた訳でありますが、いずれにいたしましても、財政は付いて回

る訳でありますから、きっちりと踏まえながら、そして決して独善的ではなく、皆さんとお話を

しながら最も良い方式を検討し、そしてじっくりと、ゆっくりと焦らずに進めて参る所存でござ

いますので、今後ともよろしくお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 他、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 以上で、議案第３６号 平成２３年度一般会計補正予算（第１号）から、議案第３７号 平成

２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の質疑を終結いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これより、議案第３６号 平成２３年度各会計補正予算（第１号）について討論を行います。 

 討論は、議案第３６号 平成２３年度一般会計補正予算（第１号）から、議案第３７号 平成

２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）までの２件について、一括討論を行い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 これで討論を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これより、平成２３年度各会計補正予算について採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 

○議長（村尾富造君） 
 まず、議案第３６号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第１号）について採決します。 

 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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 次に、議案第３７号 平成２３年度清里町簡易水道事業会計補正予算（第１号）について採決

します。 

 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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第３から日程第５ 意見案第３号から意見案第５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３号 住民の安全・安心なくらしを支える交通運

輸行政の充実を求める意見書について、日程第４号 意見案第４号 地方財政の充実・強化を求

める意見書について、日程第５ 意見案第５号 ２０１２年度国家予算編成における教育予算確

保・拡充を求める意見書についてを一括議題とします。 

 ３件について、それぞれ提出者の説明を求めます。総務文教常任委員長 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 意見案第３号 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実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。

平成２３年６月２３日提出。提出者、清里町議会総務文教常任委員会委員長 畠山英樹。 

（以下、意見書朗読） 

 

 意見案第４号 地方財政の充実・強化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。平成２３年６月２３日提出。提

出者、清里町議会総務文教常任委員会委員長 畠山英樹。 

（以下、意見書朗読） 

 

 意見案第５号 ２０１２年度国家予算編成における教育予算確保・拡充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。

平成２３年６月２３日提出。提出者、清里町議会総務文教常任委員会委員長 畠山英樹。 

（以下、意見書朗読） 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから、３件について一括質疑を行います。 

（「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。 

この意見案３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） 
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○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 

 これから意見案第３号 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める意見

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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 

 したがって、意見案第３号 住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める

意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 
 次に、意見案第４号 地方財政の充実・強化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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 

 したがって、意見案第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書については、原案のとおり

可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 
 次に、意見案第５号 ２０１２年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求める意見書

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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 

 したがって、意見案第５号 ２０１２年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求める

意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第６ 意見案第６号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第６ 意見案第６号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書についてを議題と

します。 

本件について、提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員長 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 
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 意見案第６号 北海道地域最低賃金の大幅な改善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。平成２３年６月２３

日提出。提出者、清里町議会産業福祉常任委員会委員長 村島健二。 

（以下、意見書朗読） 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから、本件について質疑を行います。 

（「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、質疑を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
 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。 

 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第６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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 

 したがって、意見案第６号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書については原案

のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 
 お諮りします。 

 ただいま可決されました、意見案第３号、第４号、第５号、第６号の意見書の提出先並びに内

容の字句等について、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、議長に委任することに決定しま

した。 

 

   ●日程第７ 発議第３号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第７ 発議第３号 各常任委員会議会閉会中の継続調査についてを議題とします。 
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○議長（村尾富造君） 
 本件について、すでに各委員会ごとに検討されている事項であり、各委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続調査に付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、本件については、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。 

 

   ●日程第８ 発議第４号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第８ 発議第４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、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２３年第５回 清里町議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。 

 

閉会 午後 ２時２５分 


