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平成２３年第７回清里町議会定例会会議録（９月１４日） 
 
平成２３年第７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。 
    出席議員は応招議員に同じである。 

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

 
７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 
    町       長   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 
    建 設 課 長   古 谷  一 夫 
    出 納 室 長   二 瓶  正 規 
    焼酎事業所副所長   松 浦    聡 
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    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。 

  選挙第 ５号  清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 
   報告第 ２号  平成２２年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

  請願第 １号  平成２４年度農業予算編成ならびに税制改正に関する請願について 
  同意第 ６号  清里町教育委員会委員の任命について 
  一般質問    （２名４件） 
  議案第４０号  清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 
  議案第４１号  札弦センター条例を廃止する条例 
  議案第４２号  平成２３年度清里町一般会計補正予算（第３号） 
  議案第４３号  平成２３年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 
  議案第４４号  平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
  議案第４５号  平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４６号  平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   議案第４７号  平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
   議案第４８号  平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号） 
   認定第 １号  平成２２年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ２号  平成２２年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ３号  平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ４号  平成２２年度清里町老人保険特別会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ５号  平成２２年度清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ６号  平成２２年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ７号  平成２２年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ８号  平成２２年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について 
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開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 
 ただ今から、平成２３年第７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４番 加藤健次君、５

番 畠山英樹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） 

 本定例会は決算認定が提出された議会であり、一般質問、決算審査、その他一般議案などか

ら判断して、本定例会の会期は、本日より９月１６日までの３日間とすることが適当と思いま

す。 
 以上が、議会運営委員会の結果であります。 
 
○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は議会運営委員長の報告のとおり、本日から９月１６日までの３日間とした

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３日間と決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。事務局長に報告させます。議会事務局長。 
  
○議会事務局長（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
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ク圏活性化期成会夏季要望について、8 月３日及び５日、札幌市及び東京において、村尾議長

は総務第２班として北海道開発局及び環境省、厚労省、文科省等に出向き、同省幹部等に対し

てオホーツク圏の懸案事項を解決すべく、記載の内容についての要望を行いました。（２）網

走地方森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡協議会総会について、８月１９日、北見市

で開催され、村島産業福祉常任委員長が出席されました。（３）陸上自衛隊美幌駐屯地司令着

任歓迎会について、８月１９日、美幌町で開催され、田中副議長が出席されました。（４）そ

の他会議・行事等について、記載の行事に各議員が出席しております。 

 ２点目、常任委員会及び議会運営委員会等の開催状況について、記載の期日、案件で会議が

開催されております。 

 ３点目、平成２２年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告について、４ペ

ージの議長宛文書のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、別冊の報告

書の提出がありましたので、ご報告申し上げます。 

 ４点目、例月現金出納検査の結果について、平成２３年７月分、８月分について、５ページ、

６ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

 ５点目、平成２３年第７回清里町議会定例会説明員等の報告について、７ページのとおりと

なっておりますので、ご参照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４  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは町長の一般行政報告を申し上げたいと存じます。 
 まず最初に大きな１の主要事業報告についてでございます。１点目の北海道横断自動車道 

北見網走間建設促進期成会夏季要望についてでありますが、去る８月３日に北海道開発局、北

海道、翌４日に、国土交通省、民主党陳情要請対応本部、管内選出の武部、松木両衆議院議員

他、北海道選出議員に対しまして、北見地区、北見網走地区、遠軽北見地区の各期成会の構成

市町村の首長と議長１７名によりまして、北海道横断自動車道の整備促進と社会資本整備予算

の確保について要請活動を実施したものでございます。次に２点目のオホーツク圏活性化期成

会夏季要望についてであります。本件につきましても、８月５日に関係中央省庁及び管内選出

の武部、松木両衆議院議員に対しまして要請活動を実施いたしております。要請活動につきま

しては、期成会におきまして、総務、農林水産、建設経済班の各班の編成をいたしまして、そ

れぞれ関係省庁に対し要請を実施したものでございます。私は建設経済班として記載の首長及

び議長と共に①から⑥の要請事項について、要請活動を行ったものでございます。 
 次に２ページをお開きください。大きな２の主要事業の執行状況でございます。議決工事の

進捗状況につきまして申し上げます。次の３ページの横の表をご覧いただきたいと存じます。
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９月１日現在におけます、平成２２年度繰越工事の進捗状況でございます。４線道路交付金工

事につきましては、３月１６日から７月２９日までの工期で改良工事を実施しておりましたが、

記載の事業をもって予定どおりに事業が完了をしたところでございます。次の地域優良賃貸単

身住宅建設工事につきましては、ひまわり団地に記載の工期、事業内容により工事を実施して

いるものでありまして、躯体工事が完成をいたしまして、現在は内装工事を施工中でございま

す。進捗割合は５０パーセントとなってございます。続きまして、平成２３年度工事の進捗状

況でございます。地域資源活用交流促進施設（札弦地域）整備工事につきましては、記載の工

期事業内容により工事を実施しているものでありまして、基礎杭の打設工事が完了いたしまし

た。現在は基礎工事の施工中でございます。進捗割合は５パーセントとなってございます。続

きまして、２点目の農作物生育状況についてでございます。４ページをお開き願いたいと思い

ます。過日、農業改良普及センターより、９月１日現在におけます、農作物生育調査の結果に

つきまして説明をいただきましたので、ご報告をさせていただくものでございます。まず、気

象状況等の経過でございます。気温につきましては、４月から５月にかけ、低めに推移をいた

しておりましたが、６月から現在に至りまして平年よりやや高めに推移してきているとのこと

でございます。降水量につきましては、６月下旬と７月中旬から８月上旬の間は少雨傾向にあ

りましたが、全体としては平年並みに推移したということでありまして、生育が遅れ気味であ

りました馬鈴薯、てん菜にありましては、概ね平年並みにまで回復してきているとの報告でご

ざいます。それでは、作物ごとにその生育状況について申し上げます。秋まき小麦、春まき小

麦につきましては、収穫が終わっております。馬鈴薯でありますが、上いも数、上いも１個重

ともにほぼ平年並みでありまして、生育の遅速で１日遅れとなっております。また、９月２日

からでん粉工場の操業が開始されておりまして、収穫初期にあたっております。次のてん菜に

つきましては、根周が平年並みでございまして、生育の遅速では±０ということでございます。

続きまして、大豆につきましては、作況数が平年より上回っておりまして、生育の遅速で３日

早いとのことでございます。小麦につきましても、作況数が平年よりも上回っております。生

育の遅速では１日早いとのことでございます。玉ねぎにつきましては、球径がやや平年を上回

っておりまして、生育の遅速では２日早いとのことであります。枯葉期の終盤となっておりま

す。続きまして、サイレージ用とうもろこしでございますが、稈長が平年より上回っており、

生育の遅速では２日早いとのことでございます。糊熟初期とのことでもございます。牧草のチ

モシーの２番草の関係ですが、現在２番草の収穫期でありまして、生育は平年並みとのことで

ございます。収穫作業の遅速では２日遅れとのことでございます。以上が農作物の生育状況調

査の報告でございます。 
 次に４ページの、大きな３の主な会議・行事等の報告であります。ふれあい広場２０１１き

よさとについてでありますが、去る７月３１日、保健センターの前庭において開催をされてお

ります。当日は天候にも恵まれまして、約７００人の参加をいただき、自治会及び関係機関、

団体、そして多くのボランティアの皆さんのご協力、参画をいただき、ふれあいの店、体験広

場、福祉ボランティア、展示等の各種の行事が行われて、障害者や高齢者との交流の機会を通

じたノーマライゼーションの普及が図られたところでありまして、盛会裏のうちに終了いたし

た次第でございます。次のふるさと産業まつりでありますが、９月４日、緑ヶ丘公園で開催が

されております。ふるさと産業まつりの前夜祭の行事であります、３日のじゃがいも踊りにつ

きましては、強風荒天によりまして中止となりましたが、４日の本番当日は天候の回復し、予
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定しておりました物品の販売、また展示コーナー、子供広場、ＨＢＣのラジオ公開放送、交流

コーナー等、全ての出店、行事を実施することができまして、盛会裏のうちに終了いたしてお

ります。来場者数は概ね５千人との報告でございます。また、当日協賛事業として開催をいた

だいております斜里岳ロードレース大会も、２６１名の参加をいただき、予定どおりに開催が

されたところであります。ここに、ふるさと産業まつりの開催にあたりまして、参加ご協力を

いただきました多くの関係の皆さんに、改めて感謝とお礼を申し上げたいと存じます。 
 以上で、町長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５  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 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。 
 大きな１、主な会議・行事等の報告であります。１点目、網走地区老人クラブ連合会網走ブ

ロック研修会について、７月２２日、清里町が当番で開催され、１市６町から４１５名が参加

し、講演、演芸交流、作品の展示など、老人クラブ会員の研修と交流が行われました。２点目、

清里町夏休み学習サポート教室について、今回初めての試みとして、小中高校の連携により、

基礎学力の定着や学力向上を図るため、教員経験者や現役大学生等を講師に依頼し、夏休み学

習サポート教室を開催いたしました。７月２７日から８月３日の間、小中学生は３日間、高校

生は５日間実施し、合わせて７０名が参加いたしました。３点目、東京大学陸上運動部合宿に

ついて、８月４日から２４日まで２１日間、今年は女子学生も参加し、総勢３５名の学生で清

里町内で合宿が行われました。後援会並びに会員の皆様には、期間中大変ご支援をいただいて

おりますが、今年は例年実施しております高校生の交流会、歓迎会、陸上教室の他、新しく中

学生との交流会、大学院生による講演会も実施され、町民との交流もより深まりました。４点

目、高齢者合同運動会について、９月２日、トレーニングセンターにおいて、町内老人クラブ

並びにことぶき大学生の合同の運動会が１２９名の参加のもとに実施されました。５点目、町

長と教育委員とのまちづくり懇談会について、９月８日、教育委員全員と町長との懇談会が開

催され、まちづくりや教育行政についての情報交換や意見交換が行われました。 
 次の２ページをお開きください。大きな２、教育委員会の開催状況であります。第７回教育

委員会は８月２２日に開催され、記載の２件について審議、決定をいたしております。 
 大きな３、その他でございます。１点目の全国大会の出場結果について、（１）清里ジャガ

ーズの関係でございます。８月９日から東京都で開催された、高円宮賜杯第３１回全日本学童
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軟式野球大会に出場し、組み合わせの抽選により２回戦からの出場となりましたが、結果は初

戦での敗退となっております。（２）清里町水泳少年団、中学２年男子１名の関係でございま

すが、８月２５日から東京都で開催された、第３４回全国ジュニアオリンピックカップ夏季水

泳競技大会の１３・１４歳１００メートルバタフライに出場いたしましたが、予選での敗退と

なっております。２点目の全道大会等の出場結果についてであります。（１）清里中学校陸上

部男子２名の関係については、７月２６日から札幌市で開催された、第４２回北海道中学校陸

上競技大会に出場、（２）の清里中学校水泳男子２名につきましては、７月２８日から帯広で

開催された、第３２回北海道中学校水泳大会に出場いたしましたが、いずれも記載のとおり予

選での敗退となっております。次の３ページをお開きください。（３）清里中学校剣道部女子

団体の関係でございます。８月１日から東川町で開催された、第３２回北海道中学校剣道大会

に出場し、予選リーグ２勝１敗で惜しくも予選リーグでの敗退となっております。（４）清里

ジャガーズ、８月２７日から札幌ドームで開催された、２０１１ファイターズジュニア王座決

定戦に出場いたしました。組み合わせ抽選により２回戦からの出場となりましたが、結果は延

長で惜しくも４対６で初戦での敗退となっております。このように多くの全国、全道大会に出

場できましたのは、本人並びに指導者、関係者のご努力の賜物であり、心から敬意と感謝を申

し上げたいと存じます。 
 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６  選挙第５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 選挙第５号、清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 
 お諮りします。 
 選挙の方法は、議会先例により指名推選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、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名すること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、議長が指名することに決定しました。 
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 それでは、指名いたします。選挙管理委員に、水元町第１ 若松明さん。羽衣町南 工藤特

雄さん。神威中 中西安次さん。羽衣町南 樫村信一さん。同補充員に、第１位 上斜里西 塩

澤亨さん。第２位 新町 澤田清さん。第３位 羽衣町第１ 根元忠さん。第４位 羽衣町第

２ 田中一浩さん。以上の方を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただ今、議長が指名しました方々を、清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と決

定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 

 したがって、ただ今指名しました方を、清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と

決定しました。 

 

●日程第７  報告第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 報告第２号 平成２２年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議

題とします。 

 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、報告第２号 平成２２年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告

について、ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、地方公共団体の財政健全化に関する法律の規定により、監査委員の意

見を付して議会に報告するものでございます。なお、同法第３条第１項の規定においては、地

方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実

質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書

類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、公

表しなければならないとするものであります。また、同法第２２条第１項におきましては、公

営企業を経営する地方公共団体の長は、同じく資金不足比率について、議会への報告及び公表

について規定いたしております。この法律につきましては、平成１９年に公布され、議会報告

と公表については、平成２０年度から施行されております。なお、清里町における健全化判断

比率につきましては、４つの比率のうち、一般会計等における実質赤字比率及び特別会計を含

めた連結実質赤字比率は、ともに黒字決算となっており、比率は算定上生じておりません。ま

た、標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す実質公債費比率は１３．９パーセ

ント。また、債務負担や一般会計以外の会計の地方債償還負担見込みや、退職手当支給予定額

等を含めた負担比率を示す将来負担比率は３８．３パーセントとなっており、いずれも国の示

した早期健全化基準を大きく下回るものであります。また、２つの公営企業会計につきまして

も、収支は黒字となっており、資金不足は生じておりません。次のページをご覧いただきたい

と存じます。本ページは監査委員からの意見書となっております。さらに議案書を１枚お開き

いただきたいと存じます。監査委員の審査意見は、記載のとおり、健全化判断比率及び資金不
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足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると

認めるものであります。なお、健全化判断比率は、すべて早期健全化基準を下回っているとい

う意見でございます。 

 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。 

 これで、報告第２号 平成２２年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わ

ります。 

 

●日程第８  請願第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 請願第１号 平成２４年度農業予算編成ならびに税制改正に関する請願について

を議題とします。 

 請願書を職員に朗読させます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（柏木繁延君） 
 平成２４年度農業予算編成ならびに税制改正に関する請願書。請願者は清里町農業協同組合

代表理事組合長 居城勝四郎様です。 
 請願の理由、３月１１日発生した東日本大震災と福島第１原発の事故は、想定をはるかに超

え、被災者に精神的苦痛と甚大な被害をもたらしており、当面する緊急かつ最優先の課題は、

原発事故の収拾と損害賠償を含む被災地の復旧・復興であります。こうした中、政府は７月２

９日、「東日本大震災からの復興の基本方針」を決定するとともに、８月１５日、日本の再生

に向けた取組を再スタートするための「政策推進の全体像」を閣議決定し、国家戦略やエネル

ギー・環境政策の再設計のほか、ＴＰＰ交渉参加問題については、「総合的に検討し、できる

だけ早期に判断する」とし、依然、高いレベルでの経済連携を進める姿勢は変えていないとこ

ろであります。このような未曾有の国難に対して、被災地の復旧・復興の支援はもとより、我

が国の食料安定供給へのさらなる貢献を果たすという使命感に立ち、北海道が持つ潜在能力を

最大限に発揮し持続可能な農業の確立を図るため、平成２４年度農業予算編成ならびに税制改

正にあたり、下記の要旨を踏まえた意見書を提出していただきますよう請願するものでありま

す。 

 請願の要旨については、５点についてテーマのみ朗読させていただきます。（１）日本経済・

社会の再建と国内農業対策について。（２）包括的経済連携等貿易交渉対策について。（３）

政策の安定的継続と財源確保について。（４）生産基盤確保対策について。（５）税制改正要

望対策について。 
 以上でございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 請願第１号については、会議規則第９１条第２項の規定によって、委員会の付託を省略した

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、請願第１号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありますか。 

（「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、請願第１号 平成２４年度農業予算編成ならびに税制改正に関する請願書につい

てを採択します。この採択は、起立によって行います。 

 請願第１号を採択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、請願第１号 平成２４年度農業予算編成ならびに税制改正に関する請願書につ

いては、採択することに決定しました。 

 

●日程第９  同意第６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 同意第６号 清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第６号 清里町教育委員会委員の任命につきまして、提案理由

のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、現教育委員の石井幸二氏がこの９月３０日をもって任期満了となりま

すので、引き続き教育委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。法第４条第１項の規定に

つきましては、委員は市町村長の被選挙権を有し、人格が高潔で教育、学術及び文化に関し、

識見を有する者のうちから議会の同意を得て任命するとの規定でございます。石井幸二氏は平

成１９年１０月より教育委員をされております。現在、青葉にお住まいで、昭和２７年６月１

６日生まれの満５９歳の方でございます。履歴の詳細等については、次のページに記載してお

りますので、説明を省略させていただきます。なお、任期につきましては平成２３年１０月１

日から平成２７年９月３０日までの４年間でございます。議員各位の満場でのご同意を賜りま

すよう、よろしくお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 

 



 11

○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いたします。 

 これから、同意第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６号 清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意され

ることに決定しました。 

 

●日程第１０  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 一般質問を行います。 

 発言を許します。池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 先に通告申し上げました、清里町における今後の医療体制及び救急体制、並びに斜里郡３町

終末処理事業組合施設の今後の対応及び広域行政の推進についての２点について、一般質問を

させていただきます。 

 さて、櫛引町長にあたっては、今回の町長選挙への立起にあたり、「長寿時代をむかえ、み

んなで支え合い健康で安心して暮らせる、やさしい笑顔の溢れるまちづくり」を基本方針の一

つに掲げ、元気で健やかに暮らせるまちづくりを推進すべく、健康で安心して住み続けるよう、

保健・医療・福祉の充実したまちづくりを公約とされ、多くの町民の支持を得て無投票で当選

されたのは記憶に新しいところであります。私自身も大変非才ではありますが、少子高齢化が

急激に進み、人口減少に歯止めがかからない中、地域の活力と元気が失われていく現状を目の

当たりにし、微力ではありますが、自治会活動や地域ボランティア活動など通じて日頃から感

じているまちづくりに対する多くの町民の皆さんの声や本音を町政に伝え、訴えていきたい、

そんな思いで今回の町議会選挙に立候補させていただき、幸いにも初当選することができまし

た。今回の町議会選挙への立候補にあたり、多くの皆さんの声をお聞きする機会を得ましたが、

私自身も含め、清里町に住み、暮らす上で、町民の皆さんが一番多くの不安や心配とされてい

るところは、地域医療と救急の問題であると強く感じているところであります。従いまして、

初めての一般質問をさせていただくにあたり、清里町における今後の医療体制及び救急体制を

中心に町長の所見をお伺いするところであります。 

 なお、一般質問にあたり、役場保健福祉課や消防分署、さらには、近隣の町の医療機関関係

者からもお聞き取りをさせていただく他、資料を提供いただくなどして参りましたが、何分に
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も未熟で勉強不足の面もありますが、その点はお許しいただき、率直かつ簡潔な町長のご答弁

をお願い申し上げます。 

 さて、町行政にあっては地域振興のために様々な役割を担っておりますが、何においても町

民の安全・安心を支えること、その中でもとりわけ命の安全・安心を支え、守ることが最重要

の仕事ではないかと認識するところです。町長は６月の定例町議会での町政執行方針において、

「地域医療の確保のため、診療所の医療機器の整備など事業運営に対して引き続き支援を図る。

また、救急医療体制については「近隣医療機関との協調と第３次医療機関との連携を高め、高

度・救急医療の確保に努める」と述べられており、地域医療に対する強い思いが私と同じでは

ないかと受け止めております。しかし、一方では地域医療や救急の実態が町民の皆さんに分か

りやすい形で説明されてきていない。さらに、情報提供されている中身と実態大きく違ってい

るなど、町の姿勢に対する不信感が町民の皆さんの中には根強く広がっているのではないでし

ょうか。そうしたことが、清里町に住むことに対する大きな不安要素につながり、特に高齢者

や小さなお子さんを持つ若い世代の方々の不安には大変強いものがあると認識しております。

そうした面から、まず初めに清里町における医療体制の現状と救急体制に対する町長自身の評

価、さらには認識についてお伺いをいたします。特に町内における１次医療機関についてはこ

こ３０年の間、国保病院から清里病院、志賀クリニック、大谷クリニック、さらには現在のき

よ里クリニックへと激しく替わっており、その度に町議会においても様々な問題点が指摘され

るとともに、移行にあたっては町民の皆さんに不安感や心配が起きていたと理解しております。

また、こうした地域における医療体制の実態から、地域医療に対する受け皿や近隣の町や市の

医療機関との連携協力が十分に確保されていない。特に私自身調べてきた範囲では、近隣の町

や市に清里町の医療行政のあり方そのものに強い不信感さえ存在していると思われます。そう

いった中、突然、今月８日の新聞紙上で斜網５市町の救急搬送体制が固まったとの報道がなさ

れましたが、ここに至る経過について町民の方々に対する説明が全くなされていないと受け止

めていますが、町長はどのように捉えているのかお伺いします。 

 また、町長においては、橋場町政の助け役、副町長として８年間直接医療政策の責任者とし

てこれらの業務を担ってこられたと伺っておりますが、先ほど申し述べました清里町における

医療体制の現状と救急体制に対する評価、認識についてどのように捉えられておるのか、その

辺その所見をお伺いしたいと思います。 

 続いて、斜里郡３町終末処理事業組合施設の今後の対応及び広域行政の推進についてお伺い

いたします。 

 さて、３町の終末処理施設のあり方については、基本的には組合議会の中において議論され

ていくものと認識しておりますが、現時点における清里町としての考え方、さらには第２期自

立計画や第５次総合計画で捉えられている広域行政全般の推進について町長の考え方をお伺い

します。まず、終末処理施設でありますが、施設設置後既に４０年間が経過した中で途中平成

３年に外壁等の補修を行うとともに、平成１１年には機器の一部更新を行ってきていますが、

施設・機器ともに耐用年数に至っており早急な更新が必要な時期が切迫していると認識してい

ます。しかしながら、組合の基金残高を見ると本年５月末現在で２５０万弱となっておりまし

て、更新に際して多額の投資が必要とされた場合、相当の負担が生じることが予想されます。

また、施設が設置された４０年前とは異なり３町においては市街地域を中心に公共下水道、さ

らには農業集落排水の整備・普及、そして農業地域においては合併浄化槽の設置がかなりの割
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合で進んでおり、し尿を取り巻く条件や環境が大きく変化していると認識しております。しか

しながら、一方では現実としてし尿汲み取りや浄化槽汚泥処理が全くなくなることはないのも

事実であり、清里町としては今後どのようなスタンスや方向でこの問題にあたっていくのか町

長の見解をお伺いします。さらに関連した中、広域行政に関する姿勢及び推進についてお伺い

したいと思います。先ほど前段で一般質問を申し上げました地域医療や救急、さらには後段で

質問申し上げました終末処理に共通するのは、広域的な行政の連携のあり方という点でありま

す。特に斜里郡３町における広域行政は、救急を含めた消防と終末処理が一部事務組合として

長年その事務が執行されておりますが、実際の部分では形式的なものとなり、事務レベル、さ

らには理事者レベルにおいても本部や施設のある斜里町任せとなり、十分な協議がなされない

まま課題の先送りや体制の整備などの遅れなど十分に責任を持った関与がなされていなかった

面があると感じておりますが、今後の斜里郡３町における広域行政に対する町長の考え方をお

伺いいたします。 

 以上、この２点について、町長に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） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問をいただきました、今後の医療体制及び救急体制、並びに斜里郡３町終末処理

事業組合のし尿処理施設の今後の対応について、この２点についてお答えを申し上げたいと存

じます。 

 まず１点目の、今後の医療体制及び救急体制についての町内医療機関を中心とした地域医療

の充実についてのご質問でございます。ご承知のとおり、本町の医療体制につきましては、昭

和３３年に個人病院として開業いただいておりました山田医院が閉院されるそうした経過の中

で様々な意見をいただき、国民健康保険事業の再開と併せて地域医療の確保を図る、こうした

観点から同年１２月に清里町国民健康保険病院が開設をされたところでありまして、昭和５１

年にそれらの役割を終えたということで閉院をするまでに、町の直診病院として約２０年間に

わたりまして地域医療を支えてきたところでございます。その後は、施設を貸付する形で個人

病院としての運営が引き継がれておりまして、現在の診療所でありますクリニックきよ里につ

きましては、１９床の有床診療所として運営をされておりましたおおたにクリニックが平成２

２年の３月末日で閉院することとなったことにより、４月から新たに宮城県にあります医療法

人恵尚会により町内唯一の診療所として引き続き地域医療を担っていただいているところでご

ざいます。 

 しかし、地域医療をめぐる環境は、地方の医師不足、また、看護士の確保の困難性、さらに

は医療費の抑制による病院収支の悪化など極めて厳しい状況にあるところでございます。そう

した中にありまして、本町におきましては地域医療を確保するために診療所施設及び医療機材

の無償での貸付、さらには更新整備、そして福祉医療従事者確保に対する支援対策など、諸対

策を現在まで講じてきたところでもございます。また、比較的高度で専門性の高い医療を提供

する第２次医療や、さらに一段と高度で専門医療を提供する第３次医療との連携につきまして

は、北見・網走地域の医療機関・福祉団体・自治体等で構成をいたしております「北網保健医
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療福祉圏域連携推進会議」によりまして、医療の連携体制の整備が確認されているところでご

ざいます。そうした一定のルールが確立されているということでございます。 

 ただ今申し上げましたように、１次医療から３次医療までの連携体制につきましては、基本

的には整備がされたということでありますが、本町における救急医療の受入れにつきましては、

現在診療時間内のみでの対応でございます。診療時間外及び休診日における状況が整っており

ませんので、今後それらの対応について早急に整備をしていただくよう引き続きクリニックき

よ里に要請をして参る所存でございます。いずれにいたしましても、そうした対応と近隣の医

療機関との連携により、町民の皆さんが安心して診療を受けられるよう引き続き地域医療の体

制整備を図って参りますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 次に、斜里国保病院や小清水赤十字病院など１次医療と救急に関する近隣病院との連携につ

いてでございます。本件につきましては、地域医療の充実に関します先のご質問の答弁と一部

重複する箇所がありますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 救急医療につきましては、重症度に応じて第１次救急医療から第３次救急医療まで三段階で

対応することとされております。第１次救急医療は入院の必要がなく外来で対処できる帰宅可

能な患者に対応する医療機関とされておりまして、原則各自治体の区域内で確保することとさ

れております。また、第２次救急医療は入院治療を必要とする重症の救急患者に対応する医療

機関とされておりまして、網走保健所及び北見保健所の管轄区域を対象とする第２次医療圏に

確保することとされているところでございます。さらに、第３次救急医療につきましては第２

次救急医療機関では対応の出来ない複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者に対して診療を

行える医療機関でございまして、最も高度な医療を総合的に提供できる医療機関となってござ

います。これらについては一般的に救命救急センターというふうに呼ばれております。この救

命救急センターはオホーツク管内を圏域といたします第３次医療圏に１箇所整備されてござい

まして、その役割を現在北見赤十字病院が担っているところでございます。 

 さて、本町における１次救急医療でありますが、クリニックきよ里が担っているのはご承知

のとおりでございます。現在診療所の医療体制は常勤医師が１名という実態でございまして、

現実的には先ほども申し上げました診療時間外及び休診日には救急患者の受入れが困難とのこ

とでございますので、そうした対応とした中で斜里国保病院、小清水赤十字病院を始め、網走

市内の当番医療機関への救急搬送をしている実態にございます。こうした状況を踏まえながら、

地元での１次救急医療体制が整うまでの期間につきましては、従前からご理解をいただき対応

させていただいております斜里国保病院並びに小清水赤十字病院に、改めて１次救急医療機関

としての対応を引き続きお願いを申し上げご理解をいただいているところでもございます。そ

の他、明らかに脳血管障害と判断される場合や、また、一刻を争う場合につきましては、網走

脳神経外科病院に搬送することといたしておりますし、さらにかかりつけ病院の診療患者であ

るという場合については、患者またはその家族のご要望等によりましてかかりつけ医療機関へ

の連携の中で対処することもございますので、ご理解をいただきたいと思います。いずれにい

たしましても、今後におきましてこれらの対応につき、広報等を通じながら町民の皆さんにこ

れらの対応についての周知徹底を図って参りたいと存じますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

 続きまして２点目の、斜里郡３町終末処理事業組合におけるし尿処理施設の今後の対応につ

いて、老朽化の対応策及び広域行政の推進についてお答えを申し上げたいと存じます。 
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 ご案内のように、斜里郡３町終末処理事業組合につきましては、３町のし尿処理に関する事

務事業を共同で処理することを目的として、昭和４３年に設立されております。組合が管理運

営いたしておりますし尿処理施設につきましては、１日の計画処理能力が３０キロリットル、

嫌気性消化・活性汚泥処理方式により、昭和４４年と４５年の２ヵ年で整備されたものでござ

いまして、昭和４５年の１２月から供用が開始をされたところでございます。また、平成１０

年には一般廃棄物処理法の改正に伴いまして、浄化槽汚泥の受入れに対応すべき、前処理施設

と汚泥脱水設備を新設整備をいたしたところでありますし、さらに、平成１５年には経年劣化

に伴いまして、第一処理槽を大規模改修するとともに、処理能力を維持するために、現在まで

数次にわたり、計画的に保全的修繕を行い、施設の延命化を図ってきたところでございます。

現在の施設の処理能力といたしましては、し尿で７,３００キロリットル、浄化槽汚泥で３，６

５０キロリットルであり、総量で１０,９５０キロリットルの処理能力を有しておりますが、ち

なみに平成２２年度の処理量でありますが、３町の総量で４,８６９キロリットルでございます。

こうしたことで処理能力の５０パーセント以下の稼働ということでございます。平成２２年度

の清里町分の処理量でありますが、全体で７８８キロリットルとなってございまして、３町の

中では全体の１６パーセントの処理量を占めているところであります。 

 以上、申し上げましたように、当該施設につきましては建設から４１年を経過し、施設全体

の老朽化が著しく、数年以内には大規模改修か、または新設整備を要することになると思われ

ているところでございます。当該施設が設置されました昭和４３年当時には、し尿及び浄化槽

汚泥の処理施設は各町ともにまだ整備はされておりませんでしたので、事業組合により共同処

理ということで広域事務の中で推進をされたところでございます。その後、斜里町においては

下水道処理施設、小清水町と清里町におきましては農業集落排水事業での整備を要しまして、

それぞれ水洗化に伴う処理施設が整備をされたところでありますので、現在の処理施設の能力

にもよりますが、当該各施設に受入れ施設及び前処理施設を整備することにより、浄化槽汚泥

の処理を行えることが可能となっているところでもございます。こうした各町における処理施

設の整備状況と、現状におけるし尿及び浄化槽汚泥の処理量、また下水道施設や農業集落排水

施設での制度的な制約、さらには設備や管理運営の費用等を十分に精査した上で、現在の組合

方式での事業の継続か、また、３町のそれぞれの施設を改修整備し実施する方式とするのか、

さらにはし尿のみを共同処理する方式など、さまざまな対応について、早急にかつ慎重に対処

していかなければならないものと認識をしている次第であります。 

 現在、国におきましては、平成２２年度に地域の実情に応じた公共下水道、農業集落排水施

設、し尿処理施設の総合的な整備の在り方について、有識者等による検討委員会を設置し、現

行制度の拡充など事業制度について検討を行っているところでございます。つきましては、そ

うした国の制度拡充の動向を注視しながら、３町とともに広域行政の中での連携を十分に図り

ながら、効率的で経済的な施設の管理運営方式について検討して参りたいというふうに考えて

ございますので、ご理解を賜りたいと存じます。いずれにいたしましても、只今ご質問の救急

医療並びにし尿処理施設につきましては、斜里郡３町での組合方式による広域行政の事業とし

てのスタートでございますので、これらの部分を含めまして、十分な対応を進めて参りますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君 

 

○２番（池下昇君） 

 今、町長から、この２点についてお話を伺ったところでございますが、時間も少し過ぎまし

たので、今後一問一答で簡潔的にお答えいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

 まず始めに、地域医療の現状とあり方についてお伺いします。昨年５月より恵尚会によりま

してきよ里クリニックが運営されているところでございますが、当初、議会、町民の皆さんへ

の説明においては、医師については複数体制、さらに入院病床１９床というふうに言っておら

れました。ここに去年の５月号の広報もありますが、新たな診療所は入院病床１９床で、診療

所内に訪問看護ステーションを開設、診療科目は内科を予定していると、こういうふうに広報

で出しておられます。これは町民の皆さんが全員見ておられると思いますが、こういった中、

もう１年半が過ぎておりますが、入院病床１９床とうたっておりますがそういう実態も無く、

介護とショートステイで使われていると私は認識しております。今後もこの形で進んでいくの

か、それとも当初あったような計画により体制を整備されていくのか。その辺、まずお伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のクリニックきよ里の医療体制の関係でございますが、議員ご指摘のように、このク

リニックについては当初の診療所を貸し付ける段階でこちらの方とクリニック側との面談を要

しておりまして、その時に確認をし、今後この体制を進めていくという一定の了解の中で進め

て参りました。その体制では、診療体制では常勤医師を１名、非常勤医師については１名ない

し２名を、それから非常勤医師については週に３、４回の配置を、それから常勤医師の代替に

ついては最終的には理事長の責任でということでございます。また、予防接種、健康診断等の

まちで実施をしているそれぞれの業務については、基本的におおたにクリニックが実施してい

た内容と同様に取り扱っていくということで回答をいただいておりますし、また、体制の関係

でありますが、体制といたしましてはそうした体制の中で外来診療と入院病床１９床の開設で

行う。そしてさらに１次救急の受入れについても、基本的に行っていくというようなことでの

話をされていたところでございます。私どもとしても、そういうようなことで昨年の４月１日

オープンでありますから、そういう体制の中でスタートがされるんだろうというようなことで

期待をいたしておりましたが、実態といたしましては常勤医師１名の確保と当初の間は非常勤

の医師がですね、出張医として週に何回か見えてた訳ですが、現院長になってからはそれらの

非常勤医師の派遣が無くなったというようなことでもございまして、これらの関係、定期的に

クリニックの医療法人恵尚会と相談をいたしておりますので、今までもそういう中でですね、

常にそういう体制に早急に近付けていただきたいというような要請をしてきているということ

でありますが、去る３月の東北大震災で、このクリニックの本拠地が仙台なもんですから、被
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災とされたという中で、それ以降ですね、定期的に月に１回ずつこうした打合せを行っていた

ものが、しばらく滞っておりました。そんなことで先月、その理事のお１人がここに在住して

いる理事が帰って来られましたので、引き続きそれらの要請をいたしておりますし、一定の目

途をどのくらいで考えているのか示して欲しいということのお話をしているところでもござい

ます。 

 また、それ以外に、他の医療機関との連携というようなことで、基本的に斜里国保病院、小

清水赤十字病院、また網走厚生病院と、それらの基幹病院との連携につきましても、こうした

中で対応していくということになってございますので、ご理解を賜りたいというふうに思いま

す。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 検討なされていくっていう話はすごく前向きだなというふうに分かるんですが、実態的に全

然進んでいないと。入院病床の１９床というのは、今さら始まった問題ではなく、１年前から

の話でありまして、今まで、例えば去年の４月から３月までは複数体制で医師もいたという話

なんですが、入院病床ということに関しては誰一人も入院していないと。これは現実でありま

して、じゃあ最初からやる気があったのですかという話になると、どうも私には理解できない

っていうふうに思います。そんな中、そういう病床の対応にもかかわらず、１次救急というの

は本当に出来るんでしょうか。ちょっとその辺も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） 

 入院病床の関係でありますが、病床としては１９床、これについては医療機関としての道か

らの認可をいただいて１９床の設置ということになってございます。ただ、実態としては今議

員ご指摘のように、入院患者はいないというのが実態でありまして、その中でショートステイ

を初めとする介護医療の部分で利用されているということで、その介護医療の部分は１０名か

ら１５名程度、毎月と言いますか、毎日と言いますか、入院されているということでの報告を

いただいているところでございます。 

 また、今後の対応の関係ですが、私どもとしてもこれらについて、最初の話のとおり早く対

応していただきたい。そのためには常勤医師１名では現実的に対応が困難でありますから、そ

れが出来なくて大谷医師も閉院をしたという大きな原因でもありますので、これらの対応につ

いて、非常勤の医師、また勤務医を早く確保していただきたいと。そしてさらに、入院病床を

きちっと運営していただきたいということで申し入れをしているところでもございます。 

 ただ、救急の関係については、基本的には１次医療救急として入院を必要としない部分での

地元での対応という形でありますので、これも現実的には先ほども申し上げましたように、診

療時間の中での救急の受入れということで、それ以外については今現在出来ていないと、整っ
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ていないというのが実態でございますので、これらの部分も含めて今後さらに恵尚会の方に申

し入れを続け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） 

 私が色々と調べましたら、恵尚会の希望の医療器具等、さまざまな面で町の方も支援してい

ます。当初は５千万程度、それから随時胃カメラ等の器具等も含めますと、総体で７,５００万

以上も支援しておりますが、向こうからの、恵尚会側からの要望に対しては町からは色々とや

っていると思いますが、どうも町の方からですね、積極的に恵尚会について協力要請と言うの

はちょっと弱いんじゃないかなと思っております。先ほども町長言いましたけれども、１次救

急医療に関しては各自治体で賄うと。その整うまでの期間を近隣市町村で賄うと言うんであれ

ば、平日は日中だけじゃなく、土曜、日曜、祭日、夜でもですね、病人っていうのは出る訳で

すよ。そんな中で入院病床も無い、１次救急も昼間の本当のちょっとの時間だけっていうのは、

これは町民としては非常につらいって言いますか、あまりきよ里クリニックをあてに出来ない

というふうに私は思うと思うんですよ。そんな中で、さらなる恵尚会に対しての要請を強く、

やっぱり町長はじめ関係者が強く要望していかないと、これは無理だと私も思います。そうい

う努力をこれからもしていってもらいたいなと、そういうふうに思います。 

 続きまして、１次救急における近隣市町との連携についてお伺いします。町内における医療

機関の体制や能力というのは、１次救急能力が十分に担えない状況だということは、今答弁い

ただきました。当然、近隣の市や町の医療機関の協力を確保して町民の皆さんの安心・安全を

確保することは、極めて重要と町民誰しもが願っているところでございます。ここ数年、私ど

もが耳にするのは、決してそのような状況ではなかったと言うことですが、そうした状況につ

いて事実としてどうであったか、町長の認識をお伺いします。具体的には、私が消防分署に行

き実態を聞いたところ、昨年は小清水日赤病院への搬送、救急搬送５９件、斜里国保病院への

搬送は１６件ということでした。但し、斜里国保病院については昨年は１６件となっておりま

すが、昨年６月から１２月まで半年間の間はたった４件、そして今年に至っては１件。これ消

防の救急の３町での取り組みや搬送の規定がありながら、なぜ急に斜里国保病院への搬送が行

われなくなったのか。これはあくまでも受入側の事情によるものなのか、清里町としての何ら

かの方針や指示によって生じたことなのか、その理由を具体的に聞きたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの１次救急の受入れの実態等であります。これの関係につきましては先ほど来申し

上げておりますように、診療機関時間内での清里における受入れということで、その時も他の

患者を診察中であれば時間的に取れないとかっていう形が当然ありますので、それらの部分を
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含めてですね、斜里国保病院、また小清水赤十字病院に１次医療の部分を含めてお願いをして

おりますし、また、網走厚生病院や網走の関係についても、当番院についてはそういうような

対応をさせていただいていると、これが今までの実態でございまして、特に平成２０年までは

順調に来ていた訳ですが、２０年頃から本町における、当時まだおおたにクリニックでありま

したが、だんだんと体制が取れなくなってきているというようなことで、どちらかと言うとそ

の重きが斜里国保、また小清水赤十字病院の方に比率として多くなっていったというのが事実

でございます。そうした中、現在におきましては、ほとんどが斜里国保、小清水赤十字、そし

て網走における当番院への救急搬送というのが実態でございます。特にその中でも斜里国保病

院との関係でありますが、一昨年、昨年に実は斜里国保病院において内科医さんがお辞めにな

られるということがございまして、斜里国保病院においても内科医体制が１名になってしまう

という中で、斜里町の町長が直々に清里においでになりまして、そういう実態を踏まえていた

だき、これ以上の負担を斜里国保病院の内科医さんにはかけられない状況であるということを、

含みおきいただきたいという申し入れが実はございまして、それ以降、基本的にはこれ以上の

負担をかけてはという思いから、その時点からですね、極端に斜里の部分が減ったというのが

実態でございますが、その後、約１年くらいそういう形が続きましたが、私が就任以降ですね、

これらの対応について再度斜里国保病院と、また斜里町を含めながら協議をさせていただきま

した。その結果といたしまして、現時点においてはそれらの対応も十分出来るようになってき

たんで、申し入れがあれば、それらの受け入れについて検討させていただくというようなこと

で、今調整がされつつあるということで、ご理解を賜りたいと思います。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 町長から答弁をいただいたところですが、私が直接的に斜里国保病院への調査を行った範囲

においては、清里町長からの指示により斜里国保病院へは行くなと職務命令されており、現場

の救急隊員は非常に困っていると、そういう話を聞きました。このような事実は本当に存在し

たんでしょうか。救急で１１９番した町民もですね、現場の救急隊員も１分でも１秒でも早く

医療機関に搬送して処理を行ってほしいと、これは誰しもが願っております。通常ですね、救

急に指定されている病院が、救急搬送を意図的に拒否をするっていう状況は極めて考えにくい

と、そう私は思いますが、この件に関しては具体的にお答え願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の件でありますが、そこら辺で少しニュアンスが違ってくるのかなというふうに思っ

ておりますが、基本的には斜里町長の方から申し入れがあったと、これ以上の負担をかけられ

ないということでありましたから、原則的にそういう中で、これ以上の負担がかからないよう

にという措置をしていかなきゃならんとなれば、基本的に特定なものを除いては行かないよう
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に、他の病院で対応出来るものについては他の病院に行って対応してもらうようにということ

で、消防の方には指示を流しました。その結果として、最終的に斜里の件数が極端に落ちてき

ているというそういう実態かなというふうに思ってございます。そんな状況でありますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 議長、まだ大分時間ありますか。 

 今の答弁を聞きますと、斜里町の国保病院の内科医の体制が取れていないということが大き

な理由と。それとするならば、より町内の医療機関、救急受入れ対応等も含めてですね、見直

し、それが出来ないのであれば、町民の命を最優先として考えるならば、さらにですね、斜里

町国保病院に対して、こちら側から誠意をもったお願いが行われるのが通常じゃないかなとい

うふうに私は思います。そうした状況において、きちんと町民への説明責任、報告義務を町と

してちゃんと果たしてきたのかと考えると、ちょっと疑問であります。特に病院問題について

はですね、町民はまるで疎外された状況におかれておりまして、マイナスの情報は隠され、結

果として噂話的なものが流され、町民の不安や心配があおられていると感じておりますが、そ

うしたことは、過去においても今後においても全く無いと、町長自身は捉えられているのか、

その点についても併せてお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 これらの対応の関係でありますが、基本的には、町内のクリニックでこの１次救急がしっか

りと確保できれば、一番良いスタイルになる訳ですが、現状として先ほど申し上げたとおりで

ございます。この件については、斜里町にもお話を申し上げ、また、斜里国保病院の院長さん

ともお話をさせていただく中で、誠意をもって町の方から対応をさせていただきたいというよ

うなことでご理解をいただいたところでもございまして、この誠意をということになりますと、

それなりの手法が必要になって参りますので、後ほどの議会の中で補正予算等での対応につい

ても、その中でご説明をさせていただきたいというようなことでご理解を賜りたいと思います。

また、これらの対応、決して町自体が不都合なことは隠して、都合の良いところだけＰＲする

というような思いは毛頭ございません。今後ともしっかりと、こうした対応については町民の

皆さんにご理解いただけるように周知をして参りたいというふうに思っておりますので、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） 

 池下昇君。 



 21

 

○２番（池下昇君） 

 ここに去年の１１月号の広報きよさとがあるんですが、救急搬送、救急患者は町外病院に搬

送している。救急搬送そのものについては今のところ大きな問題は起きていないと、こういう

ふうに書いてあるんです。ところが、先ほど私説明したとおりですね、去年６月以降、本当に

４件しか行っていない。今年は１件しか行っていない。これは私の中では大きな問題だと思い

ますよ。ここに救急搬送には、そのものについては何も大きな問題はないと。これ１１月号で

す。半年しか経っていない、きよ里クリニックが始まってから半年しか経っていない中で、こ

ういう情報が出るという。ところが実態を調べてみますと、ここにも資料がありますけれども

去年の救急出動、これ６月から４件しかない。そして、今年の２３年度に至っては３月に１件

しかない。これって本当に大きな問題ではないと書いてあるんですが、大きな問題だと私は思

うんですよ。そしてこれは私が直接聞いている事例なんですが、ある町民の方が足にケガをし

て１１９番をした。そして救急隊員が網走の病院に搬送するということを言いましたんで、そ

のケガをした本人が「斜里国保病院に行ってほしい」と頼んだところ、救急隊員が斜里国保病

院には行けないと言われました。その場で応急処置を受けた後、自分で斜里国保病院に行って

治療をしたと。このような事例がですね、事実本当にあったのかどうなのか。先ほどの説明で

は斜里の内科医が不足しておりとこういうふうに町長は説明しておりますが、外科でも行って

いないというのはこれは事実としてある訳ですよ。その辺のことはどうなんでしょう。事実と

してあったのかどうか、お答え願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の斜里国保病院に対する搬送措置の関係でありますが、議員ご指摘のように急激に一

昨年の場合は回数が減っております。基本的には、内科を中心としながらそういう対応での措

置ということで、理解を私どもはしておりますし、そういう状況だということでありますが、

また、今ご質問をいただきました国保の部分について、これちょっと私どもとしては承知して

おりませんけれども、ただ、必ずしも無いとは言い切れない。ということは、全体としてなる

べく負担かけないようにしていただきたいというふうに、消防隊員の方には話をしておりまし

たんで、そういう中で緊急性のない、間に合うというふうに判断したものはですね、そういう

ような措置をされた場合もあるかなというふうには思っております。必ずしも否定はできない

というふうに思っているところでありますが、基本的に１次救急の部分でありますから、そう

いう対応の中で、網走でも当番院であれば行かざるを得ないということでありますので、ご理

解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 
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 それでは、救急に関連した質問をさせていただきます。救急隊員の医療現場での研修につい

てお伺いします。清里町の救急隊員、救急搬送を行っている近隣の病院で実習を行っているか

どうかお聞きしたいんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 救急隊員の消防職員の研修の問題でありますが、この救急救命士の資格の中にですね、定期

的に研修を受けるという努力義務がございまして、そういう対応の中で、それぞれ研修を受け

ていただいているところでありまして、この中では斜里の国保病院にもその対応をお願いして

いる次第でございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私が聞いた範囲では１年に１回は必ず病院研修というものをしなければならないと。ところ

が今町長が答弁したとおりの私が聞いた範囲では答えではなかったと。実際やっていないと。

病院研修って言うのはですね、研修を通じて普段から救急搬送病院の医師や看護師と救急隊員

とのコミュニケーション、これが絶対的に確保されていくと思うんですよ。通常そういうふう

にやっていけば。それで実際の救急現場では本当に極めて重要と認識していますが、普段から

そういう関係を町として地道に作り上げていく意思がないのかあるのか、併せてお伺いしたい

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） 

 救急隊員の研修の経過でありますが、基本的に、今議員さんの方からありましたように、基

本的には研修を受けてもらうという形で進めてきているところでありまして、私どもとしては、

研修を当然行っているというふうに理解をしているところでもあります。詳細についてはちょ

っと把握をしておりませんので、消防分署長の方より確認をさせていただきたいというふうに

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 答弁いいですか。町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただ今分署の方から確認をさせてもらいました。議員ご指摘のとおり、ここのところ研修に

行かしていないということで確認がされたところであります。基本的に、私は基本的には研修

させねばならないと。そういう中からですね、町民の皆さんの健康と命を守っていくというベ

ースになるところでありますから、今後そういうことのないような対応を取らせていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 分かりました。そういうことは普段からの付き合いの中で医療現場に救急隊員もすごく便利

なと言いますか、プラスになることだと思いますので、必ずやって言ってもらいたいと思いま

す。 

 今回、斜網地区の救急医療体制の全体見直し、これが行われまして、網走医師会への負担、

また斜里国保、小清水日赤に対しても前向きに取り組みが行われたことは、私は大きな前進と

受け止めております。清里町に限らず、北海道においては札幌や旭川を除いて、この郡部、過

疎地、医師や看護師の確保が本当に難しくて、大きな自治体や医療機関が赤字を抱えながら地

域医療を支えているっていうのが実態だと捉えています。こうした環境を考えた時に、私たち

の町って４,５００人弱の人口しかいない。町独自の力で地域医療を担うっていうのは、町長も

先ほど言いましたけれども難しいと。そして、町民の方も難しいんでないかなと思っていると

思います。しかし、やっぱり身近な地域医療や１次救急が、やっぱりしっかりした形の中で清

里町は行っていくという明確なビジョン、具体的な内容が、やっぱり今日に至るまできちっと

示されてこなかったんじゃないかと。加えて町内医療機関、国保病院以来ですね、民間として

独自の方向で進んだことによりますが、近隣の町や市、さらには医療機関との密接な協力や連

携が今まで取れていない状況であるならば、その影響を一番受けているのが、他でもありませ

ん、町民なんです。今後、町長として町内の医療機関体制の整備、それから救急、近隣市町、

さらには医療機関との連携・協力を具体的に進めていってもらいたいと思います。また、今後

の取り組みについて、議会はもちろんのこと、住民の皆さんの意見を率直に受け止める場を設

けるなど、住民視点に立った取り組みを行う意思をお持ちなのかどうか、再度お伺いしたいと

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） 

 地域医療を確保していくという点においては、何ら変わりはない訳でありますけれども、現

状としては、今ございましたように医師の確保、また看護師、また介護士等の確保、大変な思

いをしながらどこの医院もやられているという実態でございますので、これらの関係を踏まえ
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ながら、当然地域医療を確保し、そして町民の皆さんの安全・安心と命と健康を守るというこ

の観点に立った中で、それぞれの対応を進めていきたいというふうに考えておりますし、当然

そうした中においては、１次・２次・３次医療圏のこれらの連携をしっかりしていかなければ

なりません。特に今回においては、網走医師会を中心とする中での第２次医療体制の確認が取

られた訳でありまして、また、それに併せて１次救急医療、１次医療についても斜里郡での、

斜里国保、また小清水日赤病院とも、そういう対応を今後進めて参るということで確認をいた

だいているところでありますので、そういう流れの中で進めていきたいと思いますし、また、

一番良いのは地元の医療機関がですね、それらの対応がきちっと整うというのが一番必要なこ

とでありますから、それらに向けた一層の努力をしていきたいというふうに考えております。

いずれにいたしましても、町民の皆さんに対して、これらの対応についてしっかりとご理解を

いただくために、周知等も含めながら進めて参りますので、どうぞご理解を賜りたいと思いま

す。以上で終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下議員に通告いたします。持ち時間の１時間が経過いたしましたが、先ほどの答弁調整の

時間を有してますので、最後の質問の時間を許しますので、最後まとめてください。 

 

○２番（池下昇君） 

 この後、３町終末処理の問題も聞きたかったんですが、最後の質問ということで１点だけ、

３町の終末処理のことを聞きたいと思います。先ほどの町長の答弁の中で３町の終末処理の話

も私聞きました。ここに平成２０年３月の議会だよりの答弁要旨があるんですが、澤田議員が

質問しておりますこの中で、「民間委託期間３年間で既存施設の機能強化を検討することにな

っており、従前の広域化方式か自前の施設整備かを慎重に判断する」と。これ、平成２０年３

月です。民間委託期間３年間でとここに書いてあるんですよ。町長、先ほど同じような答弁を

したと思うんですが、これ３年間過ぎたにも関わらずまた同じことを言うっていうのは、これ

は先送りだと私は思うんですが。その間の経過っていうのはどういうふうになっているのか、

最後の質問として、私聞きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問でありますけれども、平成２０年の時点におきましても将来的な機能強化、

現状のままで進めるのであれば、そういうことが必要になってくるという課題が出ておりまし

た。そうした中で、その施設自体がですね、従来直営でやっておりましたから、それが委託事

業に大きく切り替わっていっているというような中で、それらを含めた中で検討を加えていく

ということでございまして、具体的な成果としては出ておりませんけれども、一昨年、昨年も

こうした課題の中から、ミックス方式をどういうふうにやったらいいかだとか、前処理はどう

したらいいかという事前調査をですね、これは組合ですので、組合議会通じながら議員さんに

おいても研修をいただいて、方向性をどういうふうに持っていったらいいかという下準備はそ
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れぞれ進めてきたと。結果としてはですね、こうしよう、ああしようと言うところまではまだ

至っておりません。それと、先ほども申し上げましたように、現在国においても、それぞれの

処理方式を総合的にどうやっていったらいいんだという大きな課題があります。仮に、それぞ

れの町に分散してやるにしてもですね、今の処理施設の能力、それから、当然単体でやるとい

うのもなかなか大変ですので、それらを交付金なり補助支援をいただくとなれば、そうした道

がまだはっきりと開かれていないというのも実態でありますから、そこら辺を踏まえながら今

の国の動向等も併せてですね、そしてまた、時間的な対応もありますので、これからは本当に

無駄に過ぎることのないようにしっかりと、近々の内にはいずれかの方式を採用しなきゃなら

ないという時期が来るものというふうに理解をいたしております。以上であります。 

 

○２番（池下昇君） 

 終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、池下昇君の一般質問を終わります。 

 次に村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 それでは早速、事前に通告しております２項目について、質問をいたします。 

 １点目は観光施設の整備について、（１）さくらの滝に向かう未舗装道路の整備について伺

いたいと思います。（２）さくらの滝のトイレなどの施設の整備について伺いたいと思います。 

 ２点目は私道の整備について伺いたいと思います。（１）未舗装及び街灯設置道路の整備に

ついて伺いたいと思います。 

 まず、さくらの滝については言うまでもありませんが、５月から９月までの５ヶ月間の観光

客を呼び込んでいる訳でありますが、舗装された道路から約５００メートルが砂利道でありま

す。私が９月７日に現地へ行って参りましたところ、札幌ナンバー、釧路ナンバーの車が４台

ほどですね、さくらの滝を見に来ておりました。また、そのさくらの滝に行くまでの駐車場か

らの区間は狭く、また立木もありまして、こういったところも伐採してですね、景観を良くし

なければならないと考えます。観光スカイラインの一部かも知れませんが、早急にここを舗装

道路に整備する考えはないのか、伺いたいと思います。 

 また、トイレにつきましては未設置でありますので、この約５ヶ月間でありますから短い期

間でありますから簡易トイレを置くべきと考えますが、この点についても伺いたいと思います。 

 もう１点でありますが、旧佐野宅から１,２００メートル舗装道路がございます。年数も経ち、

舗装道路が全面的に立ち割れになっておりますし、悪く言えば蜂の巣だらけの状態であります。

早急に構造改良またはオーバーレーンをする考えはないのか、伺いたいと思います。 

 次に、私道について伺いたいと思いますが、言うまでもなく私道については直接町が管理し

ている訳ではありませんから、関係ないと言えば関係ないかも知れませんけれども、町道１４

号道路の漆川宅から因宅までの約７０メートルでありますが、これも砂利道でございます。早

急に舗装して欲しいと住民から要望がありましたので、今日、質問する次第であります。 

 また、街灯につきましてもこの７０メートル区間に１灯もありませんから、私も夜行って参
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りましたけれども、真っ暗で防犯上の面からしても最悪の状態であります。また、野川道路の

道道に接する及川宅から堀江宅までの区間７０メートルでありますが、これはやはり街灯は付

いておりますが、道路幅が８メートルありまして、漆川宅の幅も約９メートルある訳です。で

すから、十分道路として面積はございますので、早急に私道であっても舗装されることが望ま

しいのではないかと、このように思いますので質問しておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問をいただきました、観光施設の整備並びに私道の整備についてお答えを存じ上

げたいと思います。 

 まず１点目の観光施設の整備についてであります。さくらの滝に向かう未舗装道路の整備の

件でございますが、当該道路は町道東横道路という名称でありまして、ご案内のように川向側

の一部につきましては、国営の畑総事業に伴う導水管と分水工施設に要する管理用道路の整備

といたしまして、北海道開発局におきまして、舗装工事を平成８年・９年の２ヵ年で実施をい

たしております。またその先、さくらの滝を経由して、清泉になりますが道道摩周湖斜里線の

交差点まで、これについては舗装がされていない状況でございます。当該道路の概要について

でありますが、未舗装部分が４,０９４メートルございます。また舗装部分が１,２５１メートル、

そして橋梁部分が３１メートル、合わせまして総延長で５,３７６メートルの延長を有する道路

となってございます。また、ただ今ありましたように、舗装箇所につきましても、本格的な改

良舗装道路として舗装がされたものではございませんので、年数の経過とともにひび割れ、そ

してクラックなどが散見されるようになってきておりますが、現在のところ、舗装の細粒化や

破損等による障害によって、車両の通行に支障が出ているという状況にまでは至っておりませ

んので、今後とも道路状況をしっかりと把握した上で、必要に応じた補修をして参りたいとい

うふうに考えている次第でございます。また、未舗装箇所の舗装整備の関係でありますが、現

在のところ、将来的な課題といたしておりまして、町としては早急な整備計画を持っておりま

せんので、当面は現状の砂利道でありますがそうした中での維持管理を進めて参る所存でもご

ざいます。また、将来的な対応としての改良舗装の関係でありますが、そうした場合におきま

しても延長がかなりございますし、国の社会資本整備交付金の導入、また補助事業などの導入

によらなければなかなか難しいというふうに考えておりますが、こうした導入につきましても、

近年は特に費用対効果の観点からの事前調査、そして効果測定が強く要求されている次第であ

りまして、現況での交通量、そして受益農地の範囲、加えて観光客の流入による経済効果等を

勘案いたしましても、採択に至るまでには相当な困難性が伴うというふうに思われますので、

これらについても、そういう対応がしっかり出来た段階で慎重に検討させていただきたいとい

うふうに思います。 

 次に、さくらの滝のトイレなどの施設の整備の件であります。ご質問のさくらの滝につきま

しては、サクラマスが滝を登ろうとする姿を間近に見ることのできる場所として、多くの観光

客の皆さんが訪れるようになってきております。ご案内のように、この場所は古くから滝があ

ったものでなくて、数十年前に何らかの現象によってこの滝が生じたものでございます。また、
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斜里川河川の管理、または自然景観の観点からも、現在まで観光施設として整備した経過は特

にございませんが、現状におきましては滝周辺については、川岸が崩れる危険性が出て参りま

したので、こうした危険性を防止するために簡易的にロープを張って、安全面の確保と周知を

図っているのが現状でございます。また、駐車場として現在利用させていただいております用

地につきましては、民有地でございます。現在は所有者の好意によりまして無償で土地の利用

をさせていただいていると、それが実態でもございます。ご質問のトイレの整備につきまして

は、こうしたこと状況や、観光客が訪れる期間がサクラマスの遡上の期間に限られているとい

うことや、その場所に滞在する時間が短いというようなこと、また、管理人の配置や電気・水

道等の設備が出来ておりません。さらには、周辺の自然環境や施設・衛生面などをしっかりと

管理することが難しいこともございますので、当面は現状での対応とさせていただき、本件に

ついては、将来的な課題として検討させていただきたいというふうに思っている次第でござい

ます。 

 次に、２点目の私道の整備の関係でございます。ご質問の道路につきましては、ご承知のよ

うに私道として私有地に設定をされておりますので、ご理解をいただいておりますように、基

本的には土地の所有者及び道路設置者、また利用者の責任において維持管理いただくべきもの

でありまして、町としては舗装及び街路灯設置などの整備、また維持管理が及ばないというふ

うに認識をいたしている次第でございます。また、除雪等につきましては、私道におきまして

も災害などの緊急時を除いて所有者及び利用者等の責任で対応いただくことを原則といたして

いるところでございます。 

 なお、特例といたしまして、先ほどの緊急時と併せて「一人暮らし高齢者世帯などの私道部

分の除雪の取扱い」という規定を町が設けておりまして、自治会ボランティアの皆さんなどに

よる対応ができないケース、そうした場合においては、一定の条件のもとで概ね６０歳以上の

独り暮らしの高齢者の方や、高齢者夫婦世帯並びに障がい者世帯に対しましては、生活支援の

観点から町として除雪協力を行っていると、こういう実情にありますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

 以上、ご質問のありました２つの道路の部分につきましては、両道路ともに用地幅としての、

９メートルなりの敷地的にはございますが、現状といたしまして私有の道路であり、名義もそ

のようになっておりますので、先ほど申し上げましたような形で対応をして参りたいというふ

うに考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

 以上申し上げ、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） 

 １、２の質問に対しまして答弁していただきましたけれども、さくらの滝につきましては、

トイレ、これだけはですね、男女問わずしものことですから、現状というような話もされまし

たけれども、これはやはり必要性は重大だと思いますので、設置をしていただくと約束してい

ただきたいなと思います。また、観光に対してそれほどさくらの滝は重視していないような話

もされましたけれども、やはり観光客が、例えば清里の裏摩周なり神の子池なりに来たついで
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と言いましょうか、必ずそこへ寄っているようであります。ですから、私はですね、平成２３

年度の清里町のことしの仕事という内容の中でも、町長は「斜里岳、さくらの滝、神の子池等

の環境保全と整備ということに力を入れる」と、このように発言をされております。先日、見

た方もおられると思いますが、デレビの報道で俳優の片岡鶴太郎さんが釧網線の旅で、焼酎工

場やさくらの滝をアピール、宣伝していただいたことは言うまでもありません。そういったこ

とから、やはり観光というものは口コミでありますけれども、力を入れないとですね、なかな

か観光客が入ってこないと。それで、６月定例議会の町政執行方針の中で町長が言われている

中では、観光に対してはですね、大震災があったから道内に来る観光客が減少したんだと言っ

ております。実際に書いてありますから。しかしですね、裏摩周にしても神の子池にしてもさ

くらの滝にしても、その他にもたくさんある訳ですけれども、結構観光客が来ている訳ですよ。

減少しているのは事実かも知れません。特に、今申し上げましたことを含めて、町長は第５次

総合計画の中でも同じようなことを言われているんですよ。「豊かな地域資源を活用した観光

の振興、基本方向性を豊かな自然や景観、地域産業や生活文化での資源を活用した清里型の観

光の推進」と、このようにうたっているんですよ。ですから、これは１０年間ですけれども、

１０年間待たずしてですね、これは早急に現実に早くやっていただきたいと私から要望して、

時間が時間ですからそんなことでお願いしておきます。何かあったら簡単に。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町における観光並びに観光施設等の維持管理等の関係でありますが、私も今回の執行方

針の中で、地域資源を活用した、そうした観光、まちづくりをしていくということで記載をさ

せていただいているところでありまして、基本的には観光そのものを私としてはやるというこ

とでなくて、清里町にある今の地域資源を必然的に活用しながら、観光も地域振興に結びつい

ていく、そういうような形での振興をしていきたいということでありますので、まずその点に

ついてはご理解をいただきたい。また、ただ今のさくらの滝の件につきましても、現状におい

ては管理人もいないし、電気も水道も行っていない、またそういうような状況でありますし、

設置場所についてもどこに造るかによりますが、河川敷地と民有地でございますから、そうい

うようなこともございますし、現状としては滞在期間が時間が短いというようなこと等もあり

ますので、それ以外のところで用事を足していただければ非常にありがたいなというふうに思

っております。振興の対応等の時間的な流れの中で、あそこに将来的に利用施設が出来るとか

そういうようなことになっていけばですね、またそういう中で十分に検討させていただけなけ

ればならないものというふうに理解をしておりますが、今後の課題として検討させていただき

たいということでありますので、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） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 



 29

 最後にですね、私道についてでありますけれども、これは現実にあったことですから簡単に

申し上げますけれども、今年の春と言っておりますから何月だったのか把握しておりません。

しかしですね、建設課長さんが今は古谷さんで、その前が澤本課長でありますから、町長にま

で伝わっていなかったかどうかは私には分かりません。しかしながら、地主が土地を無償でお

あげするからその道路を舗装にしていただきたいと、こういうふうに課長さんのところに春先

に行かれたと聞いております。ですから、話によれば、そういう箇所が清里町にたくさんある

と。実際あるんでしょうけれどもね。でも、水元第２の私の２箇所の箇所については、やはり

反対側は舗装になっています。水元第２の何条か分かりませんけれども、１４号沿いの道路が

３本ございますけれども全部舗装になっています。反対側はですね。ですから、その漆川さん

宅の前の距離にしたらわずかですから、そこを何とかやっぱり町民の要望に応えていただきた

いなとお願いしておきます。また、除雪についてでありますけれども、町長の方から今お話が

ございましたけれども、これも漆川さん宅の前から因さんに向かっては、これは町でやってい

るんですよ。しかしながら、及川さんから堀江さんに向かってはですね、３戸あるんですね。

住んでる方が３戸。これが単独と言いましょうか、個人個人で代金を出されて舗装なさってい

る。これは私は大変損ではないかと。ちぐはぐではないのかとこのように考える訳でありまし

て、金額も私は分かっていますけれども、金額は述べませんけれども、そういうことであると

なればこれは差別ですね。平等でないということでありますから、この点について伺って終わ

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） 

 ただ今の私道に係わる整備と除雪の関係でございます。整備につきましては、基本的に先ほ

ど申し上げた内容でございまして、私道そのものには町としてそこを整備するという訳には参

りませんので、ご理解を賜りたいと思います。確かに道路幅やなんかはあるというふうには確

認をさせていただいておりますけれども、あくまでも私道でありますので、これについてはご

理解をいただきたいというふうに思います。それから、除雪の件ですが、漆川地先さんの道路

の部分の除雪については、一人暮らしの高齢者の方がいるという、先ほどの特例扱いとして生

活支援の観点からやられていると。たまたま手前側に漆川さんの住宅があるものですから、ど

うしても通って行かなければなりませんので、前も当然されて行くという連動性の中でご理解

をいただきたい。それから、及川さんの地先については、そういう実例がございませんので、

それぞれの関係の方で除雪負担をされているというのが実態だというふうにお聞きをしている

ところであります。そんな中でご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○７番（村島健二君） 

 終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、村島健二君の質問を終わります。 
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 ここで、１１時４０分まで休憩といたします。 

                              休憩 午前１１時２９分～ 

                              再開 午前１１時４０分 

●日程第１１  議案第４０号 

○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１１ 議案第４０号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第４０号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例

の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、昭和３６年に制定されましたスポーツ振興法がスポーツ基本法に全部

改正され、平成２３年８月２４日から施行されております。この法律の規定により、従来の体

育指導委員からスポーツ推進委員に名称が改正されたことにより、関係条文の改正を行うもの

でございます。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申し上げ

ますので、１ページをご覧いただきたいと思います。この条例の第２条第１項第９号中及び別

表第１中、職種区分欄の体育指導委員をスポーツ推進委員に改めるものでございます。附則に

つきましては、条例の施行日及び適用を定めるものでございます。 

 以上で、提案理由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。 

 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４０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４０号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり可決されました。 
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●日程第１２  議案第４１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第４１号 札弦センター条例を廃止する条例についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第４１号 札弦センター条例を廃止する条例について、提案理

由のご説明を申し上げます。議案書を１枚お開き願いたいと思います。 

 札弦センターにつきましては、施設の老朽化などに伴い、取り壊しが７月末に完了しており

ますので、同条例を廃止するものでございます。附則は、施行日を規定いたしております。ま

た、跡地には国の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業によって建設いたします、地域

資源活用交流促進施設につきましては、今後、建設事業の推移にあわせまして、新たな条例の

提案をさせていただきたいと思います。 

 以上で、提案理由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。 

 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４１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４１号 札弦センター条例を廃止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１３  議案第４２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第４２号 清里町一般会計補正予算（第３号）についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 
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○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第４２号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第３号）に

ついて、ご説明いたします。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ１億４,７４１万２千円を

追加し、予算の総額を４５億５１３万５千円とするものでございます。第１条第２項につきま

しては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条の繰越明許費につきましては、

議案書を３枚お開き願いたいと思います。総務費において補正計上しております、行政基幹シ

ステム改修業務委託事業６３０万円を、翌年度へ繰り越すものでございます。さらに議案書を

１枚お開きいただき、第３条の地方債の補正についてご説明いたします。１の追加につきまし

ては、消防債の限度額及び利率等を記載のとおり追加をするものでございます。この起債につ

きましては、過疎債の発行を予定しているところでございます。２の変更については、地デジ

共聴施設整備事業債及び農山漁村活性化プロジェクト支援事業債の限度額、起債の方法、利率

及び償還方法を、ここに記載のとおり変更するものでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算の内容についてご説明申し上げます。今回の補正予算は、当初

予算で保留しておりました事業の確定や、特別会計の前年度繰越金の確定による一般会計繰出

金の調整及び次年度以降の事業に係る調査計画等の経費、さらには、札弦センター竣工に伴う

外構工事及び札弦消防施設整備等の補正を行うものでございます。はじめに、今回の補正提案

させていただきます主な施策・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

の２ページをお開き願いたいと思います。それでは、補正予算概要についてご説明申し上げま

す。なお、事業費内の上段のかっこの数字につきましては、補正後の当該事業の予算総額にな

ります。また、財源内訳については資料に記載のとおりであり、特異的なもの以外については

説明を省略させていただきたいと思います。２款総務費の２項総務管理費・５目自治振興費・

地上デジタル放送共聴施設整備事業につきましては、地上デジタル化の移行に伴い、緑地区の

難視聴の解消を図るため、国等の補助金を活用して無線共聴施設を整備する事業費として１,

７９４万６千円を補正するものであります。財源のその他２８０万円につきましては、ＮＨＫ

からの補助金になります。次の１６目行政システム管理費・行政基幹システム改修業務委託事

業につきましては、住民基本台帳法の一部が改正になり平成２４年７月に施行されるため、こ

れに対応するシステム改修を平成２３年度、２４年度の２ヵ年にわたり実施いたします。この

経費といたしまして繰越明許で６３０万円を補正するものでございます。次の４款衛生費・１

項保健衛生費・１目保健衛生総務費・救急医療体制づくり事業につきましては、救急患者の搬

送体制の整備を図るため、網走医師会、小清水赤十字病院及び斜里国保病院に、救急医療体制

づくり事業委託として１９４万９千円を補正するものでございます。続いて２目予防費・各種

予防接種事業につきましては、７０歳以上の高齢者の肺炎球菌ワクチン接種業務委託料といた

しまして１６０万円を補正するものでございます。次の２項清掃費・１目清掃事業費・清掃セ

ンター補修事業につきましては、清掃センターの排気ガスダクト及び減温空気ダクトの腐食が

著しいため、ダクト全体の補修工事費として４４０万５千円を補正計上いたします。次の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・農林水産直売・食材提供供給施設整

備事業につきましては、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施設整備を行

うため、実施設計業務委託料及び地耐力調査業務委託料を合わせまして１,３４３万円を補正す

るものでございます。次の札弦地域資源活用交流促進施設整備事業につきましては、札弦セン
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ターの外構工事費、器具購入費、消耗品費など合わせまして５,１５０万１千円を補正するもの

でございます。続いて２項林業費・１目林業振興費・造林推進事業費補助事業につきましては、

北海道が実施いたします未来につなぐ森づくり推進事業を活用いたしまして、民有林の植林・

下刈り・間伐の整備事業の補助といたしまして２２４万５千円を補正するものでございます。

６款商工費・１項商工費・２目観光振興費・緑清荘ボイラー取替事業につきましては、緑清荘

で平成５年に導入いたしましたＢ館ボイラーの老朽化により修理が困難なため、更新を行う工

事費といたしまして４８３万円を補正計上するものでございます。８款消防費・１項消防費・

札弦消防施設整備事業につきましては、札弦消防施設建設工事費が２,１９０万円、サイレン塔

移設工事費２７０万円、既存施設解体工事費２６０万円、外構工事費６５０万円、合わせまし

て３,３７０万円を予算計上しております。次の９款教育費・５項保健体育費・４目札弦トレー

ニングセンター費・駐車場整備事業につきましては、駐車場の舗装の損傷が著しいことから、

札弦センター外構工事に併せて行う改修工事に３５０万円を予算計上しております。 

 それでは続いて、事項別明細書により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願いたいと思います。最初に歳出よりご説明いたしま

すので、一般会計の事項別明細書の４ページをお開き願いたいと思います。１款総務費・２項

総務管理費・２目財産管理費の補正につきましては、ふるさと寄附金３件、７万円を基金に積

立するものでございます。５目自治振興費１,７９４万６千円の補正につきましては、先ほど説

明いたしました地上デジタル放送共聴施設整備事業に係る補正でございます。６目交通安全対

策費・１１節需用費１３万５千円の補正につきましては、交通指導員の制服購入費であり、特

定財源その他２万円は北海道交通安全指導員連絡協議会からの助成金となります。次の１６目

行政情報システム管理費６３０万円の補正につきましては、先ほどご説明いたしました行政基

幹システム改修業務委託事業に係る補正となります。３項開発促進費・３目花と緑と交流のま

ちづくり事業費・工事請負費５０万円の補正につきましては、来年度以降に植樹を予定してお

ります江南さくらの山の整備工事請負費を補正するものでございます。３款民生費・１項社会

福祉費・２目障害者自立支援費の補正につきましては、前年度実績に係る国庫及び道負担金の

過年度返納金であり、補正額は１６２万１千円となっております。財源内訳の特定財源その他

２万７千円については過年度分の追加交付となります。４目老人福祉費・繰出金９万８千円の

補正につきましては、介護保険システム修繕に係る事務費を介護保険事業特別会計に繰出しを

するものでございます。２項児童福祉費・３目子育て支援センター費９万５千円の補正につい

ては、乳幼児を持つ保護者に対しまして絵本を配布するブックスタート事業に係る経費を補正

いたします。４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費１９４万９千円及び２項予防

費１６０万円の補正につきましては、先ほど説明いたしましたので省略いたします。４目環境

衛生費・繰出金８７万円の減額につきましては、農業集落排水事業特別会計繰出金の確定によ

る調整措置となっております。５目保健福祉総合センター費・需用費７３万５千円の補正につ

きましては、保健福祉総合センターの真空温水機修繕に係る経費を補正するものでございます。

次に６ページの４款衛生費・２項清掃費・１目清掃事業費４４０万５千円の補正につきまして

は、先ほど説明をいたしましたので省略いたします。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の補正につきましては、需用費、役務費、工事請負費、備品購入費につき

ましては、先ほど説明いたしました札弦地域資源活用交流促進施設整備に係る補正となります。

同じく７目農山漁村活性化対策費・委託料１,３４３万円の補正につきましても、先ほど説明い
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たしましたので省略いたします。２項林業費・１目林業振興費２２４万５千円の補正につきま

しては、先ほど説明いたしましたので省略いたします。次の６款商工費・１項商工費・２目観

光振興費・需用費１５２万３千円の補正につきましては、緑清荘の排水ポンプ修繕料を補正す

るものです。工事請負費４８３万円の補正につきましては、先ほど説明いたしましたので省略

いたします。次の８款消防費・１目消防費・負担金補助及び交付金・斜里地区消防組合本部負

担金２０５万２千円の補正につきましては、東日本大震災に係る非常勤消防団員の公務災害補

償を行う財源措置のため、平成２３年度に限っての損害賠償掛金の引き上げの改正が行われ、

これに伴います追加負担金となります。斜里地区消防組合清里分署負担金につきましては、札

弦消防施設建設に係る所要額を補正いたします。８ページの９款教育費・５項保健体育費・４

目札弦トレーニングセンター費につきましては、先ほど説明をいたしましたトレーニングセン

ター駐車場の改修工事費となります。 

 それでは、歳入につきご説明いたしますので、１ページに戻っていただきたいと思います。

１款地方交付税６,３８８万２千円の補正につきましては、一般財源として所要額を補正するも

のであります。１９款町債６,４７０万円の補正につきましては、すべて過疎債となっておりま

す。この他の歳入につきましては、各款でご説明いたしましたので説明は省略したいと思いま

す。 

 以上で、提案理由の説明といたします。 

 

○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４２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４２号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決されました。 

 ここで、昼食のため午後１時３０分まで休憩といたします。 

 

                              休憩 午前１１時５９分～ 

                              再開 午後 １時３０分 
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●日程第１４  議案第４３号 

○議長（村尾富造君） 

 午前中に引き続き、会議を開きます。 

 日程第１４ 議案第４３号 平成２３年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第４３号 平成２３年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり２,８４８万４千円を追加し、予算の総額を４億

３,０７５万６千円とするものであります。 

 第２項につきましては、別冊の補正予算に関する説明書により説明申し上げますので、一般

会計の次の薄茶色の表紙、介護保険特別会計事項別明細書をお開きください。今回の補正は、

介護システムサーバの修繕費用の一般会計からの繰入れに係る総務費と、今年度の介護給付費

の当初申請及び現在までの給付の伸びに基づく介護給付費の補正、併せて平成２２年度介護給

付費の確定清算による超過交付金の返納、さらに繰越金の確定による保険給付費、基金積立金、

諸支出金の補正を行うものであります。 

 はじめに、歳出からご説明いたしますので４ページをお開きください。１款総務費・１項総

務管理費・１目一般管理費９万８千円は、介護システムサーバの修繕費用で財源のその他は繰

入金でございます。２款保険給付費・１項介護サービス等諸費・１目居宅介護サービス給付費

２,４１８万２千円の補正は、これまでの実績に基づき居宅介護サービス給付費２,３５８万２千

円、居宅介護サービス計画給付費６０万円の増額を見込むもので、財源は国道支出金８１３万

２千円、その他財源１,４６４万８千円は支払基金交付金で、一般財源１４０万２千円は繰越金

となってございます。４款基金積立金・１項基金積立金・１目基金積立金の補正は、前年度繰

越金の一部２４０万円を基金に積立てるものであり、財源内訳の一般財源は繰越金でございま

す。６款諸支出金・１項償還金及び還付金・１目償還金１８０万４千円の補正は、平成２２年

度介護給付費等の確定による清算の結果、超過交付金を国・北海道・支払基金に返納するもの

でございます。財源内訳の一般財源は繰越金でございます。 

 次に、歳入につきましては総括表でご説明申し上げますので、１ページをお開きください。

３款国庫支出金、４款道支出金、５款支払基金交付金、７款繰入金は特定財源で、８款繰越金

は一般財源でございます。 

 以上で、補正予算の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 
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 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４３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４３号 平成２３年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第４４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第４４号 平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）についてを議題とします。 

 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） 

 ただ今上程されました、議案第４４号 平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について、提案理由をご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ１０３万５千円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ７億２１万７千円とするものでございます。第１条第２項につき

ましては、別冊の国民健康保険事業特別会計事項別明細書によりご説明申し上げます。今回の

補正は、負担金、支援金などの確定及び前年度医療費の確定に伴う負担金の返納金などの補正

を行うものでございます。 

 それでは、歳出よりご説明いたしますので、黄色の事項別明細書の３ページをお開きくださ

い。１款総務費・１目一般管理費・１９節負担金補助及び交付金１０万円の減額は、国保保険

者ネットワーク運営経費負担金の確定によるものでございます。３款後期高齢者支援金等・１

目後期高齢者支援金・１９節負担金補助及び交付金は支援金の確定に伴い６７万３千円を減額

するものでございます。６款介護納付金・１目介護納付金・１９節負担金補助及び交付金１２

万２千円の減額は、介護納付金の確定によるものであり、特定財源の国庫支出金５０万円は介

護従事者処遇改善特例交付金の減額、その他５０万円は療養給付費交付金でございます。１１

款諸支出金・２目償還金・２３節償還金利子及び割引料１９３万円につきましては、前年度の

負担金及び補償金の精算による返納金の確定に伴い、療養給付費負担金返納金１６３万６千円、

特定健康診査等負担金返納金２５万４千円、出産一時金補助金返納金４万円を補正するもので

ございます。特定財源の国庫支出金３５万９千円は療養給付費負担金、その他８万８千円は療

養給付費交付金でございます。 

 それでは、歳入について総括表でご説明いたしますので１ページ目にお戻りください。３款

国庫支出金及び４款療養給付費交付金につきましては特定財源であり、１１款諸収入について



 37

は一般財源でございます。 

 以上で、ご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４４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４４号 平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）ついては、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１６  議案第４５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第４５号 平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

についてを議題とします。 

 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） 

 ただ今上程されました、議案第４５号 平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について、提案理由をご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ２万４千円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ５,５４９万３千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、別冊の後期高齢者医療特別会計事項別明細書によりご説明申し上げます。今回の補正は、

広域連合納付金及び前年度繰越金の確定に伴い補正を行うものでございます。 

 それでは歳出よりご説明いたしますので、緑色の事項別明細書の２ページをお開きください。

１款総務費・１目一般管理費・１１節需用費７千円につきましては、制度運営に係る経費を補

正するものでございます。２款後期高齢者医療広域連合会納付金・１目後期高齢者医療広域連

合納付金１万７千円につきましては、前年度分保険料を納付するため補正をするものでござい

ます。 

 歳入につきましては、総括表でご説明いたしますので１ページ目にお戻りください。５款繰
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越金につきましては一般財源でございます。 

 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４５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４５号 平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７  議案第４６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第４６号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

ついてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 ただ今上程されました、議案第４６号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ３０８万９千円を追加し、補

正後の予算総額を８,３６９万２千円とするものであります。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が、今回の補正は、平成２２年度決算処理に伴う繰越金

の確定による調整措置として繰越金を全額、基金へ積立てを行うものでございます。 
 それでは、歳入歳出補正予算につきましてご説明申し上げますので、別冊の説明資料、簡易

水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の２ページをお開きいただきたいと存じます。 
 歳入につきましては、４款繰越金であり補正額は３０８万９千円となっており、補正後の繰

越金合計額は５０８万９千円となります。 
 歳出については３ページをご覧ください。４款基金積立金につきまして繰越金の確定に伴い

歳入補正額となります３０８万９千円を全額、基金に積立てるものでございます。 
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 以上で、説明を終わります。 
 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（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４６号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１８  議案第４７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１８ 議案第４７号 平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 ただ今上程されました、議案第４７号 平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明申し上げます。 
 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ９０万円追加し、補正後の予

算総額を１億１,７０７万４千円とするものでございます。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が、補正の内容は、平成２２年度決算処理に伴う繰越金の

確定による調整措置及び今後見込まれる施設修繕費の補正を行うものでございます。 
 それでは、歳入歳出補正予算につきましてご説明いたしますので、別冊の説明資料、農業集

落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをお開きいただきたいと存じます。

歳出よりご説明申し上げます。１款総務費・２目施設管理費９０万円の増額は、処理施設にお

ける機器類の修繕料として増額補正するものでございます。３款公債費・１目元金につきまし

ては、前年度繰越金の確定による調整措置として、財源の内８７万円を一般会計繰入金から農

集排会計の一般財源へと振替えを行うものでございます。 
 次に、歳入についてご説明申し上げますので、１ページにお戻りいただきたいと存じます。
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歳入につきましては総括でご説明申し上げます。４款繰入金につきましては、繰越金の確定に

よる調整措置であり８７万円を減額補正するものでございます。５款繰越金につきましては、

平成２２年度繰越金の確定により１７７万円を増額補正いたします。 
 以上で、説明を終わります。 
 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４７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４７号 平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１９  議案第４８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１９ 議案第４８号 平成２３年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 ただ今上程されました、議案第４８号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

１号）について、ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ１０５万５千円を追加し、予

算の総額を７,０７２万円とするものです。第２項につきましては、後ほど別冊の事項別明細書

によりご説明申し上げます。今回の補正の概要でございますが、歳入の繰越金を１０５万５千

円追加し１５５万５千円といたします。歳出におきましては、製造費において製造回数減に伴

います減額と、新製品発売に伴います資材の購入により増額１０５万５千円を追加し、４,６２

６万５千円といたします。 

 それでは、うぐいす色の焼酎事業特別会計の事項別明細書によりご説明申し上げます。３ペ

ージをお開きください。歳出よりご説明申し上げます。２款製造費・１目醸造費は１０５万５
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千円の増額であります。７節賃金・人夫賃３６万８千円の減額、１１節需用費・消耗品費８７

万５千円、印刷製本費８２万円をそれぞれ増額、光熱水費は６万２千円の減額、１２節役務費・ 

手数料５万６千円、１６節原材料費・加工用原料費１５万４千円をそれぞれ減額いたします。 

 続いて、歳入につきまして総括表でご説明いたしますので１ページをお開きください。３款

繰越金は１０５万５千円の増額で一般財源でございます。 

 以上で、説明を終了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。 

 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４８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４８号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第２０ 認定第１号 平成２２年度清里町一般会計歳入歳出決算

認定についてから、日程第２７ 認定第８号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出

決算認定についてまで、都合８件を一括議題とします。 

 お諮りします。 

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

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

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

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

託のうえ審査することに決定しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 休憩中に、決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いします。 
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                              休憩 午後 １時４９分～ 

                              再開 午後 １時５７分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

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

ます。委員長 村島健二君。副委員長 勝又武司君。以上のとおり報告がありました。 

 なお、審査の日程については、本日から１６日までの３日間に決定したとの報告がありまし

たので、お知らせしておきます。 

 お諮りします。 

 決算審査特別委員会が終了するまで、休会にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、決算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会とすることに決定しました。 

 本日は、これで散会いたします。 

散会 午後 １時５８分 
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                                                       開会 午前１０時５０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 
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６番 澤田伸幸君、７

番 村島健二君を指名いたします。 

 
●日程第２  認定第１号～認定第８号（決算審査特別委員会審査報告） 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２、認定第１号 平成２２年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定

第８号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合８件を一

括議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長  村島健二君。 

 
○決算審査特別委員長（村島健二君） 
 １．審査案件。認定第１号 平成２２年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について。認定

第２号 平成２２年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。認定第３号 

平成２２年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。認定第４号 平成

２２年度清里町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について。認定第５号 平成２２年度後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。認定第６号 平成２２年度清里町簡易水道事

業特別会計歳入歳出決算認定について。認定第７号 平成２２年度清里町農業集落排水事業特

別会計歳入歳出決算認定について。認定第８号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳

出決算認定について。 

 ２．審査期日。平成２２年９月１４日から１６日の３日間。 

 ３．審査の結果。各会計とも認定すべきものと決した。 

 ４．平成２２年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算について。審査を行った結果、各

会計はそれぞれ適正に予算執行及び事務処理が行われており、所期の目的が達成されたものと

認める。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標においても、引き続き健全財政を維持して

いると判断するが、町税・使用料等の自主財源は人口減少や引き続く景気低迷等により大きな

伸びは期待できないところである。また、主要財源である地方交付税においても国の財政状況

や政策等による影響も懸念される。今後とも計画的な財政運営により、将来を見越した施策展

開が求められる。町民の福祉向上のため、実施されたハード・ソフト事業が効率的・有効に利

活用されこと望むものである。ついては、今回の決算審査特別委員会での意見等を十分検討さ

れ、明年度以降の予算編成や行政運営に生かされるよう望むものである。 
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 以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

委員長報告に対する、質疑を行います。 
（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、一括採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、これから認定第１号から認定第８号まで一括して採決を行います。この採決は、

起立によって行います。 
 本件に対する委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、

起立願います。 
（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、認定第１号 平成２２年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第８号 平成２２年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合８件は

委員長の報告のとおり、認定することに決定しました。 
 

●日程第３から日程第５  意見案第７号～意見案第９号 
○議長（村尾富造君） 
 ここで議事の都合上、日程第３ 意見案第７号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開

に関する意見書についてから、日程第５ 意見案第９号 平成２４年度農業予算編成に関する

意見書についてまで、３件を一括議題とします。 
 本件について、提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 村島健二君。 

 
○７番（村島健二君） 
 意見案第７号 森林・林業・木材産業施策の積極的な進展に関する意見書について。本件に

ついて、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。平成

２３年９月１６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） 
 次に、意見案第８号 軽油取引税の課税免除措置などの恒久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９月１６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） 
 次に、意見案第９号 平成２４年度農業予算編成に関する意見書について。本件について、
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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９

月１６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、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、意見案第７号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書につい

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

（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７号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書につ

いては、原案のとおり決定されました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 次に、意見案第８号 軽油取引税の課税免除措置などの恒久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。 
 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（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８号 軽油取引税の課税免除措置などの恒久化を求める意見書につい

ては、原案のとおり決定されました。 
 
○議長（村尾富造君） 
 次に、意見案第９号 平成２４年度農業予算編成に関する意見書についてを採決します。こ

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

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
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 したがって、意見案第９号 平成２４年度農業予算編成に関する意見書については、原案の

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

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 
 

●日程第６  発議第５号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第６ 発議第５号 議員の派遣についてを議題とします。 
 
○議長（村尾富造君） 
 お諮りします。 

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

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 

異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

●閉会・閉議宣告 

○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７回清里町議会定例会を、閉会します。ご苦労様でした。 

 
閉会 午前１１時１１分 

 


