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平成２４年第２回清里町議会定例会会議録（３月６日） 
 
 平成２４年第２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    ５番  畠 山 英 樹 
    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 
 
４．欠席議員は次のとおりである。 
    ６番  澤 田 伸 幸 
 
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 
    農 業 委 員 会 長   成 戸  昌 道 
    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 
    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 
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    出 納 室 長   二 瓶  正 規 
    焼酎事業所副所長   松 浦    聡 
    教 育 長   村 上  孝 一 
    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 
    農業委員会事務局長   斉 藤  敏 美 
    監査委員事務局長   柏 木  繁 延 
    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。 
   同意第 １号  清里町監査委員の選任について 
   同意第 ２号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   同意第 ３号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 
   議案第 ２号  北海道市町村総合事務組合規約の変更について 
   議案第 ３号  清里町課設置条例の一部を改正する条例 
   議案第 ４号  清里町支所設置条例の一部を改正する条例 
   議案第 ９号  財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 
   議案第１１号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
   議案第１２号  清里町生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例 
   議案第１４号  清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例 
   議案第１５号  清里町営住宅条例の一部を改正する条例 
   議案第１７号  清里町農産物処理加工施設設置条例の一部を改正する条例 
   議案第１８号  清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例の一部を改正

する条例 
   議案第１９号  緑ダム管理条例の一部を改正する条例 
   議案第２０号  清泉頭首工及び江鳶頭首工管理条例の一部を改正する条例 
   議案第２１号  清里町景観条例の一部を改正する条例 
   議案第２２号  町道路線の認定について 
   議案第２３号  平成２３年度清里町一般会計補正予算（第６号） 
   議案第２４号  平成２３年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 
   議案第２５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３号） 
   議案第２６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２号） 
   議案第２７号  平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
   議案第２８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３号） 
   議案第２９号  平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号） 
   議案第 ５号  清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 
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   議案第 ６号  清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 
   議案第 ７号  清里町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例 
   議案第 ８号  町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
   議案第１０号  清里町税条例の一部を改正する条例 
   議案第１３号  清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 
   議案第１６号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 
   議案第３０号  平成２４年度清里町一般会計予算 
   議案第３１号  平成２４年度清里町介護保険事業特別会計予算 
   議案第３２号  平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 
   議案第３３号  平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 
   議案第３４号  平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計予算 
   議案第３５号  平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 
   議案第３６号  平成２４年度清里町焼酎事業特別会計予算 
   平成２４年度町政執行方針 
   平成２４年度教育行政執行方針 
   一般質問（３名３件） 
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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８名です。 
 ただ今から、平成２４年第２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、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  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） 

 本定例会は一般質問、各会計補正予算など議案件数の内容から判断して、本定例会の会期は、

本日１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会の報告どおり、本日１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１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４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）ＴＰＰ交
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渉参加断固阻止！オホーツク総決起集会に、記載の日程・内容で、田中副議長出席しておりま

す。（２）一部事務組合の会議等について。（３）その他の会議・行事等について。記載の会

議・行事に議長をはじめ、各議員が出席しておりますので、ご報告申し上げます。 

 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

催されておりますので、ご報告申し上げます。 

 ３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２４年１月分について、３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。 

 ４点目、平成２４年第２回清里町議会定例会説明員等の報告について。４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について申し上げます。 
 まず、大きな１の主要事業報告であります。１点目の、ＴＰＰ交渉参加断固阻止！オホーツ

ク総決起集会につきましては、去る２月２６日、網走市民会館大ホールで行われ、オホーツク

管内の農協組合長会、オホーツク圏活性化期成会、商工会、漁業協同組合、森林組合など、多

くの農林商工業の関係団体、約１,１００名の方々の参加の下に開催がされております。主催者

であります農協会会長の挨拶の後、オホーツク総合振興局長より激励の挨拶、活性化期成会会

長、商工会議所協議会会長、消費者協会連合会会長より、それぞれ決意表明がありました。管

内の選出国会議員からの挨拶をいただき、最後にＴＰＰ交渉参加断固阻止に向けた特別決議を

採択し、終結をいたしたところでございます。次に２点目の、斜里地区消防組合議会第１回定

例会の結果についてであります。３月２日、斜里町総合庁舎３階議事場で開催されております。

付議事件といたしましては、①から④までの４件につきまして、原案どおり可決・承認がなさ

れたものでございます。なお、①の北海道市町村総合事務組合規約の変更に関する協議につき

ましては、共同処理する団体より上砂川町を削除する協議でございます。②の火災予防条例の

一部を改正する条例につきましては、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の施行

に伴い、所要の規定を改正したものでございます。③の平成２３年度斜里地区消防組合一般会

計補正予算（第４回）につきましては、実行予算による補正でありまして、７７１万６千円の

減額補正となってございます。④の平成２４年度斜里地区消防組合一般会計予算につきまして

は、当初予算でございまして、予算の総額を７億２,８２８万８千円と定めたものでございます。

次に３点目の、斜里郡３町終末処理事業組合議会第１回定例会でございます。３月２日、斜里

町総合庁舎２階大会議室で開催されております。付議事件といたしまして、①、②の２件につ

きまして、原案どおり可決・承認されてございます。①の関係につきましては、先ほどの件と
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同様でございます。②の平成２４年度斜里郡３町終末処理事業組合一般会計予算につきまして

は、当初予算でございまして、予算の総額を９,３８８万５千円と定めたものでございます。次

に２ページをお開き願います。４点目は、火災の発生についてであります。水元町１１番地の

湯浅商店の裏の倉庫より、２月１２日午前８時頃、火災が発生いたしました。倉庫面積８０平

方メートルの内、１５平方メートルが焼失いたしてございます。出火原因は不明とのことでご

ざいます。 
 次に、大きな２の主要事業の執行状況であります。１の議決工事の進捗状況でありますが、

３月１日現在における平成２２年度繰越工事の進捗状況であります。地域優良賃貸単身住宅建

設工事につきましては、記載の工期で実施をされておりましたが、予定どおり工期内に完了い

たしてございます。進捗割合は１００パーセントであります。同じく３月１日現在における平

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、９８パーセントの進捗割合となってございます。 
 次に３ページの、大きな３の主な会議・行事等の報告でございます。第３４回まちづくり住

民大会についてでありますが、２月１８日、生涯学習総合センターにて開催されております。

清里町まちづくり運動推進協議会の主催の下、約２００名の皆さんの参加をいただき、「地域

の魅力再発見～すべての人に居場所と出番のある社会～」をテーマといたしまして、協働のま

ちづくり事業による地域活動の報告と、黒瀧東京農業大学教授を講師にお招きし、「地域活性

化とまちづくりの課題」について、基調講演をいただき、また、花と緑と交流のまちづくり委

員会により、花壇・ガーデンコンテストの表彰と紹介の後、農産加工品の試食を囲んでの、参

加者全員による交流会が行われて、盛大の内に終了をいたしたところでございます。 
 以上申し上げ、町長一般行政報告といたします。 
 

○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。 

 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。 
 １．主な会議・行事等の報告であります。１点目、オホーツク管内市町村教育推進会議につ

いて、２月２９日、プラネットにおいて教育関係者が参集して開催され、オホーツク教育局よ

り当面する課題や、平成２４年の北海道の教育施策について、説明・意見交換が行われました。

２点目、平成２３年度ことぶき大学修了式について、３月２日、プラネットにおいて開催され、

修了生５９名に修了証書、皆勤賞等の表彰の授与が行われました。本年度の修了生は６５歳か
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ら９３歳まで、平均年齢７９．７歳、年間出席率は９０．２パーセントと高い率となりました。 
 ２．教育委員会の開催状況についてであります。第２回教育委員会は２月２１日に開催され、

記載の６件について審議され、それぞれ原案どおり決定しております。 
 裏面２ページをご覧ください。３．その他。１．全道大会出場結果について、第３４回全国

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会北海道予選会が２月１９日、札幌市平岸

プールで開催され、清里町水泳少年団から小学生男子２名、中学生男子２名が記載の種目に出

場いたしました。結果は入賞に届きませんでした。２．第５１回全国青年農業者会議プロジェ

クト発表優良賞受賞について、２月２８日から、東京都国立オリンピック記念青少年総合セン

ターにおいて開催され、清里町プライズクラブが北海道代表として参加いたしました。結果は、

土地利用型作物部門の部において、秋まき小麦のきたほなみの栽培技術の研究成果を発表し、

優良賞を受賞しております。 
 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６  同意第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 同意第１号 清里町監査委員の選任についてを議題とします。 
（篠田監査委員 退席） 

 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１号 清里町監査委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。 

 現監査委員であります篠田恵介氏は、この３月３１日をもって任期満了となりますので、引

き続き選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を求めるもので

ございます。 

 地方自治法第１９６条第１項の規定は、地方公共団体の長は議会の同意を得て、人格が高潔

で、地方公共団体の財産管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者か

ら選任するとする定めでございます。次のページに履歴など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。なお、任期につきましては、平成２４年４月１日から平成２８年

３月３１日までの４年間でございます。 

 篠田恵介氏の選任につきまして、満場でのご同意を賜りますようお願いを申し上げ、提案理

由の説明とさせていただきます。 
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○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１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１号 清里町監査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。 

（篠田監査委員 着席） 

 ここで、ただいま選任されました篠田監査委員より、挨拶の申し出がありますので、これを

許します。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君） 

 貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。一言お礼を申し上げます。 

 ただ今は、監査委員選任の同意をいただき、誠にありがとうございます。また、もとより微

力ではございますが、皆様のご指導、ご協力をいただきながら、２期目となりますが、監査委

員の業務を務めさせていただきます。皆様には今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

 貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。 

 

●日程第７  同意第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 同意第２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。 

 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２号 固定資産評価審査委員会委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。 

 現委員であります鈴木文雄氏は、この３月１１日をもって任期満了となりますので、引き続

き選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでござい

ます。 

 地方自治法第４２３条第３項につきましては、固定資産評価審査委員会の委員は、町税の納

税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者の内から、議会の同意を得

て、町長が選任するとする規定でございます。次のページに履歴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。なお、任期につきましては、平成２４年３月１４日から平成

２７年３月１３日までの３年間でございます。 
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 鈴木文雄氏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を申し上げ、

提案理由の説明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。 

 本件については、議会先例により、討論を省略します。 

 これから、同意第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（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２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８  同意第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 同意第３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。 

 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３号 固定資産評価審査委員会委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。 

 現委員であります大塚妙子氏が、３月１５日をもって任期満了となりますので、新たに矢島

はるか氏を選任いたしたく、法の定めるところにより議会の同意を求めるものでございます。 

 次のページに履歴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。矢島はる

か氏は、水元町５番地にお住まいで、昭和３３年１１月１９日生まれの５３歳の方でございま

す。現在、株式会社上斜里薬局に勤務をされてございます。任期につきましては、平成２４年

３月１６日から平成２７年３月１５日までの３年間でございます。 

 矢島はるか氏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を申し上

げ、提案理由の説明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。 

 本件については、議会先例により、討論を省略します。 
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 これから、同意第３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３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９  議案第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更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２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につきまして、

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、上砂川町が砂川地区広域消防組合への加入により、消防関係の共同事

務処理について、広域消防組合において取り扱うことに伴い、共同処理する団体の変更につい

て協議するため、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 変更内容につきましては、別冊の審議資料の１ページをお開き願います。変更後の規約の別

表第２の共同処理をする団体から、１から７の項中「、上砂川町」を削除いたします。 

 次のページの附則につきましては、地方自治法の規定により、総務大臣の許可の日を施行日

と定めるものでございます。 

 以上で、提案理由の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２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり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、議案第２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原案のとおり

可決されました。 
 

●日程第１０  議案第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第３号 清里町課設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第３号 清里町課設置条例の一部を改正する条例につきまして、

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２期自立計画に基づく課の統廃合による効率的な組織運営に向け、

今回、課等の一部再編成並びに事務分掌の変更を行うため、条例の改正を行うものでございま

す。 

 改正内容につきまして、審議資料の３ページの新旧対照表でご説明申し上げます。現在の課

設置条例では、５課と出納室の１室、焼酎事業所の１事業所を、改正後の条例では、５課１室

に改め、焼酎事業所の事務分掌を、産業課に「焼酎事業に関する事項」を付け加えます。附則

につきましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 以上で、提案理由の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３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３号 清里町課設置条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 
 

●日程第１１  議案第４号 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第１１ 議案第４号 清里町支所設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第４号 清里町支所設置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、清里町札弦支所につきましては、従来から札弦センター内に開設をし

てきていましたが、平成２４年４月からは、札弦地域資源活用交流促進施設内に開設いたしま

す。この主たる位置が札弦町２６番地になるため、位置の変更について条例改正を行うもので

ございます。附則につきましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでご

ざいます。 

 以上で、提案理由の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４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４号 清里町支所設置条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 
 

●日程第１２  議案第９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第９号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第９号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を

改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 
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 本件につきましては、第２次地域主権一括法により、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律附則第５条が削除されたことにより、国などに対する寄付等の制限がなくなりましたので、

条例を改正するものでございます。 

 それでは、改正内容につきまして、審議資料の９ページをお開き願います。改正後の条例の

第３条第１号中を「国又は他の地方公共団体」に改め、同条第２号中「国又は他の地方公共団

体」、「当該国又は地方公共団体」に改め、第４条１号中及び第６条第１号中「国若しくは他

の地方公共団体」に改め、次のページの７条中「国若しくは地方公共団体」に改めるものであ

ります。附則につきましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでござい

ます。 

 以上で、提案理由の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９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９号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条

例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１３  議案第１１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第１１号 清里町国民健康保険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） 

 ただ今上程されました、議案第１１号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

つきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、納税者の納付環境の改善を図るために、普通徴収による国民健康保険税の納

期の改正を行うものでございます。 
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 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表により、ご説明申し上げますので、審議資料の１４

ページをお開きください。第１２条中第１項、第２期の「８月１５日から同月３１日まで」を

「７月１５日から同月３１日まで」、第３期の「１０月１５日から同月３１日まで」を「８月

１５日から同月３１日まで」、第４期の「１２月１日から同月１５日まで」を「９月１５日か

ら同月３０日まで」に改め、次に、「第５期 １０月１５日から同月３１日まで」、「第 6 期 

１１月１５日から同月３０日まで」、「第７期 １２月１５日から同月３０日まで」を加え、

納期回数を４期から７期に改めるものであります。附則につきましては、施行期日を定めるも

のであります。 

 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１１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、議議案第１１号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第１２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第１２号 清里町生涯学習総合センター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。生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ただ今上程されました、議案第１２号 清里町生涯学習総合センター条例の一部を改正する

条例について、提案理由をご説明いたします。 

 本件につきましては、第２次地域主権改革一括法の施行に伴う改正であり、生涯学習総合セ

ンター運営審議会委員の委嘱に関する基準を、新たに条例で規定するものであります。 

 内容につきましては、別冊の審議資料１５ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思いま



 15

す。改正前の条例、第６条第２項のとおり、現在の規定におきましては、「生涯学習総合セン

ター運営審議会委員は、社会教育委員が兼ねることができるものとする」としており、委員の

委嘱に関する基準は、これまで、社会教育法に「学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の

向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から市町村の教育委員会が委嘱する」

と定められておりました。このことから、市町村の条例では基準を定めておりませんでしたが、

この度の一括法の改正によりまして、社会教育法に定めがなくなることから、改正後の条例の

とおり、第６条第２項に新たに、第１号「学校教育及び社会教育の関係者」、第２号「家庭教

育の向上に資する活動を行う者」、第３号「学識経験のある者」を加えるものであります。附

則は、施行期日を定めるものであり、平成２４年４月１日とするものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第１２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１２号 清里町生涯学習総合センター条例の一部を改正する条例は、原

案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第１４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第１４号 清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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１４号 清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、障害を持つ子供が、身近な地域で支援を受けられるよう、障害種別等に分か

れている障害施設を一元化するための児童福祉法の一部改正に伴い、改正を行うものでござい
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ます。 

 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表により、ご説明申し上げますので、審議資料の１７

ページをお開きください。第３条第２号中、「（知的障害児通園施設に通所している者を除く。）」

を削るものでございます。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１４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１４号 清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１６  議案第１５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第１５号 清里町営住宅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。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１５号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例について、

提案理由のご説明を申し上げます。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

 今般の条例改正は、地方主権改革一括法の施行に伴い、義務付け・枠付けの見直しが行われ、

施設・公物設置管理の基準において、従来、公営住宅に係る入居資格と収入基準は、法律によ

り規定されておりましたが、各自治体の条例に委任されることになりましたので、関連条項の

改正を行うものでございます。また、併せて過去の条例改正において、一部、不整合がありま

すので、併せて整理を行わせていただくものです。 

 それでは、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。審議資料の１８ページをご覧いただきたいと存じます。改正後の条例により、ご説明申し

上げます。入居者の資格を規定いたしております第６条におきましては、改正前の条例におき
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ましては施行令第６条の各条項により定められていた入居者要件を、改正後の条例におきまし

ては規則により定めることとし、規定する金額については条例により定めるものでございます。

第６条第１項の本文につきましては、それぞれ施行令規定から規則規定に伴う文言及び条項の

改正となります。同条第１号につきましても文言の整理であり、同条第２号イ、ロ及びハにつ

きましては、所得上限を規定する条項となっておりますが、イの身体障がい者、その他規則で

定める場合にあっては２１万４千円、ロの激甚災害に関する法律既定の場合にあっては２１万

４千円、ただし、当該災害発生の日から３年を経過した後は１５万８千円、ハのその他の場合

は １５万８千円と規定するものでございます。次のページをご覧いただきたいと存じます。

入居者資格の特例を定める第７条第２項については、過去の改正における適用関連条項の整理

を行うものでございます。附則につきましては、施行日を平成２４年４月１日とするものでご

ざいます。 

 以上、提案理由の説明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１５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１５号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 

 

●日程第１７  議案第１７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第１７号 清里町農産物処理加工施設設置条例の一部を改正する条例を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第１７号 清里町農産物処理加工施設設置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。 
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 本件につきましては、昭和６０年度に、清里町の産業振興を図るため、焼酎の製造と流通を

目的に農林省の補助金を受け、農産物処理加工施設を建設し、条例を制定しておりましたが、

清里焼酎に関しては、従来から清里町焼酎事業所の名称が用いられてきておりますので、この

度、条例の標題などを改正するものでございます。 

 それでは、改正内容につきましては、審議資料の２１ページをお開き願います。改正後の条

例では、題名を、「清里町焼酎事業所条例」に、第１条中「清里町焼酎事業所（以下「事業所」

という。）」に改め、第２条中「事業所」、「清里町焼酎事業所」に改め、第３条及び第４条

中「事業所」に改めるものでございます。附則につきましては、この条例の施行日を平成２４

年４月１日と定めるものでございます。 

 以上で、提案理由の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１７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１７号 清里町農産物処理加工施設設置条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１８  議案第１８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１８ 議案第１８号 清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例の一部

を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第１８号 清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収に関する

条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、第２次地域主権改革一括法により、土地改良法の条項が改められたこ

とにより、条例を改正するものでございます。 



 19

 それでは、改正内容につきまして、審議資料の２２ページの条例改正新旧対照表によりご説

明申し上げますので、お開き願います。改正後の条例、第１条、第３条及び第４条第２項中、

「第９６条の４」を「第９６条の４第１項」に改めるものでございます。附則につきましては、

この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 以上、提案理由の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１８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１８号 清里町団体営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例の一部

を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１９  議案第１９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１９ 議案第１９号 緑ダム管理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。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第１９号 緑ダム管理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、第２次地域主権改革一括法により、土地改良法の条項が改められたこ

とにより、条例を改正するものでございます。 

 それでは、改正内容につきまして、審議資料の２３ページの条例改正新旧対照表によりご説

明申し上げますので、お開き願います。改正後の条例、第１条中、「第９６条の４」を「第９

６条の４第１項」に改めるものでございます。附則につきましては、この条例の施行日を平成

２４年４月１日と定めるものでございます。 

 以上、提案理由の説明を終わらせていただきます。 
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○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１９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１９号 緑ダム管理条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

●日程第２０  議案第２０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２０ 議案第２０号 清泉頭首工及び江鳶頭首工管理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。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第２０号 清泉頭首工及び江鳶頭首工管理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、第２次地域主権改革一括法により、土地改良法の条項が改められたこ

とにより、条例を改正するものでございます。 

 それでは、改正内容につきまして、審議資料の２４ページの条例改正新旧対照表によりご説

明申し上げますので、お開き願います。改正後の条例、第１条中、「第９６条の４」を「第９

６条の４第１項」に改めるものでございます。附則につきましては、この条例の施行日を平成

２４年４月１日と定めるものでございます。 

 以上、提案理由の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。 
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 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第２０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２０号 清泉頭首工及び江鳶頭首工管理条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２１  議案第２１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２１ 議案第２１号 清里町景観条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第２１号 清里町景観条例の一部を改正する条例について、提

案理由のご説明申し上げます。 

 本件につきましては、第２次地域主権一括法により、条例改正を行うものでございます。 

 それでは、改正内容につきましては、審議資料の２５ページをお開き願います。景観法の改

正により、同法第８条第３項は、同条第４項に繰り下げられましたので、改正後の条例、第１

４条第１項中「法第８条第４項第２号」を改正するものでございます。附則につきましては、

この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 以上で、提案理由の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２１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。 
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（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２１号 清里町景観条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

●日程第２２  議案第２２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２２ 議案第２２号 町道路線の認定についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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２２号 町道路線の認定について、提案理由のご説明を申し

上げます。 

 本件につきましては、新たに町道整備を行うに当たり、道路法第８条第２項の規定により町

道認定について議会の議決を求めるものです。 

 今回、議決を求める認定する路線は、路線名「ひまわり団地中通り」であり、現在、建設を

進めております、公営住宅「ひまわり団地」の整備に係る道路認定であり、起点は羽衣町２７

－２６、終点は羽衣町２７－２４となり、延長は１２０メートルとなってございます。 

なお、町道認定位置図を審議資料２６ページに添付いたしておりますので、ご参照いただきた

いと存じます。 

 以上、提案理由の説明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２２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２２号 町道路線の認定については、原案のとおり可決されました。 
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●日程第２３  議案第２３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２３ 議案第２３号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第６号）を議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第２３号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第６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２,５９１万２千円を減額し、

予算の総額を４６億８,１８４万１千円とするものです。 

 第１条第２項につきましては、後ほど別冊の補正予算に関する説明書の一般会計事項別明細

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５枚お開き願います。第２表 繰越明許費補

正、追加につきましては、農林水産業費においては、補正計上しております、林業・木材産業

構造改革事業補助事業９９３万３千円及び、教育費については、すでに予算措置されておりま

す、光岳小学校屋内運動場等改築事業２億１,４９３万５千円を、翌年度に繰越しをするもので

ございます。 

 第３条の地方債の補正につきましては、次のページをお開き願います。第３表 地方債補正、

１の追加は、過疎地域自立促進市町村計画に基づき、過疎債の発行が一定の要件のもと、過疎

地域自立促進特別事業として、ソフト事業も対象とされますので、今回、子育て支援専門員配

置事業債から、地域イベント実行委員会補助事業債まで、８事業について、記載の限度額及び

内容で、総額２,２２０万円を補正するものでございます。次のページをお開きください。２の

変更につきましては、臨時財政対策債以下、７起債につきまして、事業費の確定により変更す

るものであり、変更後において１,６９０万円の増の３億９,７５０万円となります。 

 今回の補正予算につきましては、歳出については、実行予算に基づく事業費の精算、物件費

等の不用額の減額、また、燃油価格の高騰に伴う各施設の燃料費の調整はじめ、今後必要もし

くは不足が見込まれるものの追加補正、さらには特別会計への繰出金調整などを行うものでご

ざいます。 

 歳入におきましては、町税の賦課額確定による補正並びに特定財源及び一般財源の確定によ

る補正とともに、各事業財源の調整を行うものでございます。また、今回の補正による財源調

整により、基金からの繰入金はふるさと事業基金以外、全て減額となる他、剰余額については

基金積立を行ってまいります。 

 それでは、別冊の事項別明細書によりご説明申し上げます。最初に、歳出よりご説明申し上

げますので、１５ページをご覧ください。事業費の精算や、物件費等の不用額の減額につきま

しては、一部説明を省略させていただきます。特定財源につきましても、主なもののみの説明

とさせていただきます。なお、地方交付税及び過疎債等、歳入の未確定なものや、今後、補正

等により執行する一部事業の歳入・歳出の確定処理が伴うものにつきましては、必要に応じ、

３月末日をもって、専決処分の措置をさせていただくことを、ご理解いただきたいと存じます。 

 最初に、１款議会費につきましては、期末手当及び旅費の不用額の減額となります。 
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 ２款総務費・１項給与費・１目職員給与費につきましても、期末手当の不用額の減額及び共

済組合負担金と退職手当組合負担金は、負担率改定により増額するものでございます。特定財

源のその他６００万円につきましては、保育料負担金が５００万円及び介護報酬が１００万円

の増となっております。２項総務管理費・１目一般管理費につきましては、不用額の減額とな

り、特定財源のその他は、職員住宅使用料を減額いたします。２目財産管理費１,２９９万７千

円の補正につきましては、賃金の不用額の減額、１６ページの介護報酬の剰余額等の減債基金

への積立が、主たる要因となっております。なお、今回の積立により、２２年度末の基金総額

は約３３億６００万円となっておりましたが、年度内において農業振興資金出資金の積立１億

３,８００万円を含み、約１億９千万円の積み増しとなり、２３年度末の基金総額は約３５億円

となります。また、特定財源のその他につきましては、介護老人保健施設介護報酬が主な内容

となっております。３目地籍管理費から、５目自治振興費までにつきましては、主に不用額の

減額となっております。６目交通安全対策費につきましては、委員報酬に不足が生じることか

ら、１６万１千円の補正を行うものでございます。８目町有林管理費につきましては、特定財

源のその他２００万円につきましては、立木売払収入となっております。９目支所及び出張所

費につきましては、財源の振替を行うものでございます。１０目札弦センター費につきまして

は、不足する報償費及び需用費の補正並びに工事請負残を減額いたします。また、１１目緑セ

ンター費につきましては、財源の振替となっております。１６目行政情報システム管理費にあ

っては 修繕料及び役務費の増額補正と、委託料の不用額を減額してまいります。１８ページ

をお開きください。３項開発促進費・１目企画振興費２５９万３千円の減額につきましては、

定住促進団地整備に係る不用額の整理となります。なお、特定財源のその他２,０４０万３千円

は、基金繰入金を全額減額し、一般財源に振り替えるなど財源調整を行います。３目花と緑と

交流のまちづくり事業費１７２万円の減額につきましても、本年度事業実積による不用額の減

額となります。なお、特定財源のその他７７６万５千円につきましても、基金繰入金を全額減

額し、一般財源に振り替えるなど財源調整を行います。７項統計調査費・１目各種統計調査費

につきましては、不用額の減額となっております。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費につきましては、過疎債に財源振替を行

うものでございます。２目障害者自立支援費、４目老人福祉費の減額につきましては、いずれ

も事業費の確定及び年度内の給付等の見込みによる調整を行うものでございます。なお、４目

老人福祉費・２８節繰出金は、介護保険システム改修などによる介護保険特会への繰出金で、

５２７万６千円の増額補正を行ってまいります。特定財源のその他１,０１６万５千円は、介護

報酬の財源充当を減額するものでございます。６目国民年金事務費は、事業費の確定により、

不用額を減額するものであります。２０ページをお開き願います。２項児童福祉費・１目児童

母子福祉費・委託料１７２万千円の補正につきましては、子ども手当制度改正によるシステム

改修費用の補正、また、２０節扶助費１,３８６万円の減額につきましても、子ども手当及び児

童手当の制度改正による不用額を減額するものでございます。 

 ４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費・１１節需用費につきましては、不足す

る印刷製本費を増額するものでございます。２目予防費につきましては、不用額の減額をそれ

ぞれ行うものでございます。３目各種医療対策費２,７９９万８千円の増額補正につきましては、

２０節扶助費については、医療費の実績及び年度末を見込んでの増額、２１節貸付金につきま

しては、貸付がなかったための皆減となります。また、２８節繰出金につきましては、国民健
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康保険事業特別会計の安定的な運営を図るため、繰出金の増額補正を行うものでございます。 

４目環境衛生費におきましては、２８節繰出金で、農業集落排水事業特別会計繰出金７９万４

千円の減額を行ってまいります。５目保健福祉総合センター費につきましては、燃料高騰によ

ります不足額を補正するものであり、特定財源のその他４３万９千円は、燃料費に係る老健施

設及び診療所からの負担分となります。２項清掃費・１目清掃事業費７３万６千円につきまし

ては、資源ごみ売払収入を、特定財源その他に財源振替するものであります。 

 ２２ページをお開き願います。５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費から３目

畜産業費につきましては、不用額の減額整理を行うものであり、４目農地開発事業費・１９節

負担金補助及び交付金の、団体営土地改良事業負担金１３５万円の増額補正は、出作に伴う精

算措置として斜里・小清水両町に対して維持管理費の負担を行うものでございます。 

特定財源その他の１８４万２千円の増は、受益者分担金と諸収入の増となります。５目道営整

備事業費２２５万円の増額は、出作に伴う事業費負担を斜里・小清水両町に行うものでござい

ます。特定財源その他の６６３万１千円の減につきましては、基金繰入金を全額減額し、一般

財源に振り替えるなど財源調整を行います。７目農山漁村活性化対策費１９８万円の減額は、

農林水産直売・食材提供供給施設実施設計及び地域資源活用交流促進施設等請負残を減額いた

します。特定財源その他１,２６６万３千円の減につきましては、基金繰入金を全額減額し、一

般財源に振り替えるなど財源調整を行います。２項林業費・１目林業振興費につきましては、

道の補助を受け、高性能林業機械の導入補助を行うため、所要額の増額補正を行うものであり

ます。２目自然保護対策費につきましては、財源振替を行うものであります。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費につきましても、財源振替を行うものであります。

特定財源のその他１,８００万円の減につきましては、基金繰入金を全額減額し、一般財源に振

り替えるなど財源調整を行います。２目観光振興費の減額につきましても、不用額の減額とな

ります。特定財源のその他３１８万円につきましても、基金繰入金を全額減額し、一般財源に

振り替えるなど財源調整を行います。２４ページをご覧ください。４目オートキャンプ場費及

び、５目江南パークゴルフ場費は、年度事業終了に伴う実績精算によるものであり、特定財源

その他の減額は、使用料収入となります。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費及び、２目道路新設改良費の減額は、事務事

業の確定による減額となります。特定財源のその他の減につきましても、基金繰入金を全額減

額し、一般財源に振り替えるなど財源調整を行います。３項住宅費の減額につきましても、同

様となっております。 

 ２６ページをお開き願います。８款消防費・１目消防費２１８万４千円減額につきましては、

札弦消防施設工事請負残が主なものでございます。 

 ９款教育費についてご説明いたします。１項教育総務費・１目教育委員会費は、過疎債充当

による財源振替。２目教育諸費の減額につきましては、事業実績及び年度内執行見込みにより

減額を行うとともに、過疎債充当による財源の振替措置を行ってまいります。４項社会教育費・

２目生涯教育費は不用額の整理。３目生涯学習センター費につきましては、過疎債充当による

財源の振替措置を行ってまいります。４目図書館費の減額につきましては、賃金等不用額の減

額を行ってまいります。５項保健体育費の１目保健体育総務費から、６目学校給食センター費

につきましても、それぞれ実績及び年度末見込みによる減額補正を行うとともに、燃料費の不

足が見込まれる施設につきましては、所要額の増額補正を行ってまいります。なお、保健体育
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総務費の特定財源その他９３８万６千円の減額は、基金繰入金の減額、札弦トレーニングセン

ター費及び町民プール費は使用料、学校給食センター費は給食費負担金の減額となっておりま

す。 

 ２８ページをお開き願います。公債費の１目元金については、財源の振替であり、２目利子

についても一時借入がなかったことにより４００万円の減額補正をしてまいります。なお、特

定財源その他は、いずれも町営住宅使用料となっております。 

 歳入については、総括でご説明申し上げますので、１ページをお開き願います。 

 一般財源の補正額は、１款町税が３,８１０万円の増、９款地方交付税が３６１万５千円の増、 

１９款町債の内、臨時財政対策債が３,４６０万円の増、１８款諸収入の内、一般財源は７３７

千円の減になります。したがって、一般財源の今回の補正額は、合わせて７,５５７万８千円の

増となります。 

 特定財源につきましては、歳出の中で主な内容をご説明申し上げましたが、１１款分担金及

び負担金が６５６万６千円の増、１２款使用料及び手数料が１９０万８千円の増、１３款の国

庫支出金が３,４３７万３千円の減、１４款の道支出金が３２万４千円の減、１５款財産収入が

８７万５千円の増、１６款繰入金が８,８２３万５千円の減となり、１８款諸収入の内、特定財

源では７５９万３千円の増、１９款町債の内、特定財源は４５０万円の増となります。その結

果、特定財源の今回の補正額は、合わせて１億１４９万円の減となります。 

 最後に、給与明細書についてご説明申し上げますので、事項別明細書の２９ページをご覧い

ただきたいと思います。特別職につきましては、給与費の期末手当において補正後、６８万３

千円の減となります。３０ページをご覧ください。一般職においては、同じく給与費の職員手

当及び共済費において補正後、１２５万６千円の減となります。 

 以上で、提案理由の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２３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２３号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第６号）は、原案のと

おり可決されました。 
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●日程第２４  議案第２４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２４ 議案第２４号 平成２３年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第２４号 平成２３年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

第 2 号について、提案理由の説明を行います。 

 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４９５万８千円を追加し、

予算の総額を４億２,５７９万８千円とするものであります。 

 第２項については、別冊の補正予算に関する説明書によりご説明いたします。 

 歳出から説明しますので、中ほどの薄茶色の仕切りの介護保険事業特別会計事項別明細書の

４ページをお開きください。 

 今回の補正は、介護保険制度の改正に伴うコンピュータシステムの改修と、今後の各介護保

険サービスの給付見込量による保険給付費の補正、さらには、介護保険料及び国道支出金、一

般会計繰入金、基金繰入金の増減に伴う財源調整を行うものであります。 

 １款総務費・１目一般管理費６４６万８千円の増額は、制度改正等に伴い介護保険事務処理

システムの改修業務委託に係るもので、補正額の財源内訳の国道支出金は、国庫負担金が２７

６万円、その他は一般会計繰入金が３７０万８千円であります。 

 ２款保険給付費以降は、実行予算に基づくサービス費の補正と財源調整を行うものでござい

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６５８万２千

円の減額補正の内訳は、説明欄に記載のとおりであり、特定財源の国道支出金においては、国

費１０８万３千円、道費２０８万１千円それぞれ減額であります。その他の内訳は、一般会計

繰入８９万５千円、基金繰入金が３１８万円のそれぞれ増額、支払基金交付金が７２４万７千

円の減額であります。２目施設介護サービス給付費４３０万円の減額補正の内訳につきまして

も、老健、特養など施設サービス給付の減少によるものであります。特定財源の国道支出金に

おける国費は７０万８千円、道費は１３５万９千円それぞれ減額であり、その他は一般会計繰

入金が５８万５千円、基金繰入金が２０７万６千円の増額、支払基金交付金が４７３万４千円

の減額であります。３目審査支払手数料１万円につきましては、居宅・施設介護サービス利用

審査件数の増加に伴う役務費の補正であります。特定財源の国道支出金については、国費が２

千円、道費３千円それぞれ増額であり、その他は一般会計繰入金、基金繰入金の５千円の減額、

支払基金交付金が１万１千円の増額であります。 

 次に、２項高額介護サービス等費・１目高額介護サービス等費１０万８千円の補正につきま

して、該当者の増加によるものであり、特定財源、国道支出金は国費１万８千円・道費３万４

千円であり、その他は一般会計繰入金１万５千円、基金繰入金５万２千円をそれぞれ減額、支

払基金交付金１１万９千円の増額であります。 

 次に、４項特定入所者介護サービス等費・１目特定入所者介護サービス等費６６万２千円の

減額補正につきましては、対象者の減少によるものであります。特定財源、国道支出金は国費
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が１０万９千円・道費が２０万９千円のそれぞれ減額であります。その他は一般会計繰入金が

９万円・基金繰入金３２万円を増額し、支払基金交付金が７２万９千円減額するものでありま

す。 

 次の、３款地域支援事業費・１項介護予防事業費・１目介護予防事業費は、歳出予算額の補

正はありませんが、特定財源のその他の内１万４千円を支払基金交付金から一般会計繰入金へ

財源の振替を行うものです。また、全科目にわたる一般財源につきましては、介護保険料であ

り、４２万７千円の減額となります。 

 歳入につきましては、総括表でご説明しますので１ページにお戻りください。 

 １款介護保険料は一般財源であり、３款国庫支出金から７款繰入金までは特定財源であり、

歳出でご説明いたしました。 

 なお、この後、介護給付費や国庫支出金などの確定に伴う一般会計繰入金などが生じた場合

については、３月３１日付けで専決処分を行ってまいりますので、ご理解いただきたいと存じ

ます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第２４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２４号 平成２３年度清里町介護保険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２５  議案第２５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２５ 議案第２５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３

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 
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 ただ今上程されました、議案第２５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３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３,４９７万９千円を追加し、

予算の総額を、歳入歳出それぞれ７億６,３０５万５千円とするものでございます。 

 第１条第２項につきましては、別冊の国民健康保険事業特別会計事項別明細書により、後ほ

どご説明申し上げます。 

 今回の補正は、受診件数の増加及び疾病構造の変化による医療の高度化に伴い、医療費が急

激に増嵩したことによる療養給付費の増額並びに実行予算に基づく不用額の整理を行うととも

に、国道の負担金等の確定に伴い、特定財源の調整を行うものでございます。 

 それでは歳出よりご説明申し上げますので、事項別明細書の黄色い仕切りの６ページをお開

きください。 

 ２款保険給付費・１項療養諸費・１目一般被保険者療養給付費につきましては、医療費の増

嵩に伴い、４,７４０万３千円を増額するものであります。特定財源の国・道支出金３４万１千

円の増は療養給付費であり、その他３,５２９万４千円の増は、保険財政共同安定化事業交付金

７２９万４千円、その他一般会計繰入金２,８００万円であります。２目退職被保険者等療養給

付費につきましては、医療費の減少により２００万円減額いたします。特定財源その他は、療

養給付費交付金でございます。 

 ２項高額療養費・１目一般被保険者高額療養費につきましては、交付金の確定に伴う財源振

替であり、特定財源その他７５７万８千円は、高額医療費共同事業交付金であります。２目退

職被保険者高額療養費、３目一般被保険者高額介護合算療養費、４目退職被保険者高額介護合

算療養費につきましては、不用額の減額であります。 

特定財源その他１００万円及び１０万円の減は、療養給付費交付金であります。 

 ７ページをご覧ください。３項移送費につきましては、不用額の減額、４項出産育児一時金

及び３款後期高齢者支援金等につきましては、国道補助金等の確定に伴う財源振替であり、特

定財源の国道支出金９万円の減は出産育児一時金補助金、２,０７２万８千円の減は療養給付費

であります。 

 ８ページをお開きください。６款介護納付金・１目介護納付金につきましても、財源振替で

あり、特定財源の国道支出金５３万８千円の減は療養給付費、その他２０４万５千円の減につ

きましては、療養給付費交付金が５０万円、保険基盤安定に係る一般会計繰入金が１５４万５

千円でございます。 

 ７款共同事業拠出金につきましては、負担額の確定に伴う減額であります。１目高額医療費

共同事業医療費拠出金の特定財源国道支出金１５８万円の減は、高額医療費共同事業負担金、

その他１５７万８千円の減は、高額医療費共同事業交付金でございます。３目保険財政共同安

定化事業拠出金の特定財源その他１,０７５万１千円の増は、保険財政共同安定化事業交付金で

ございます。 

 ８款保健事業費・１項特定健康診査等事業費・１目特定健康診査等事業費につきましては、

事業費の確定による不用額の減額でございます。特定財源・国道支出金２８万４千円の減は、

特定健康診査等負担金、その他３９万５千円の減は、特定検診徴収金でございます。 

 ２項保健事業費・１目疾病予防費につきましては、不用額の減額及び予防接種事業負担金と

して、６５歳以上の被保険者のインフルエンザワクチン接種費用４３万９千円を補正するもの
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でございます。特定財源・国道支出金４１万１千円は、６５歳以上の被保険者のインフルエン

ザワクチンを接種した費用に係る道特別調整交付金でございます。 

 ９款基金積立金・１目基金積立金３千円につきましては、国民健康保険事業基金からの繰入

れに伴う基金積立金利子を、積み戻すものでございます。 

 １１款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・１目償還金につきましては、財源振替であり、 

特定財源その他８万８千円の減は、療養給付費交付金でございます。 

 歳入につきましては、総括表でご説明いたしますので、１ページにお戻りください。 

 １款国民健康保険税７２０万円及び１１款諸収入の内、延滞加算金及び過料につきましては、

一般財源であり、３款国庫支出金から９款繰入金まで及び諸収入の内、特定健診徴収金につき

ましては特定財源であり、歳出でご説明いたしましたので省略させていただきます。 

 なお、今後、国及び道の財政調整交付金並びに医療費の確定により、３月末日をもって専決

処分をさせていただきますことに、ご理解を賜りたいと存じます。 

 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２５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２５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３

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２６  議案第２６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２６ 議案第２６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２号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第２６号 平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予
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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２００万円減額し、予算の

総額を、歳入歳出それぞれ５,３４９万３千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、後ほど

ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、後期高齢者医療保険料の見込額により、広域連合納付金の補正を行うもので

ございます。 

 それでは、歳出からご説明いたしますので、事項別明細書の３ページをお開きください。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金・１目後期高齢者医療広域連合納付金２００万円の減額

は、医療保険料の減額によるものでございます。 

 歳入につきましては、総括表でご説明申し上げますので、１ページにお戻りください。 

 一般財源として、１款後期高齢者医療保険料の減額補正を行うものでございます。 

 なお、広域連合納付金及び繰入金等の確定並びに不用額整理により、３月末日をもって専決

処分させていただきますことに、ご理解を賜りたいと存じます。 

 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２６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２６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２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２７  議案第２７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２７ 議案第２７号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 
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○建設課長（古谷一夫君） 

 ただ今上程されました、議案第２７号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ４９３万４千

円を減額し、予算総額を、それぞれ７,８７５万８千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。 

 今回の補正は、実行予算に基づき、工事請負残額等の不要額の減額及び不足所要額の補正並

びに財源の調整措置を行うものであります。 

 それでは、歳入歳出補正予算につきましてご説明申し上げますので、別冊の説明資料、水色

の簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをお開きいただきたいと存じま

す。 

 歳出についてご説明いたします。 

 １款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費４１万７千円の減額につきましては、２節給

料、３節職員手当等、１９節負担金補助及び交付金におきまして、職員の人件費に係る調整措

置となっており、１３節委託料につきましては、請負残額の減額、２７節公課費におきまして

は、消費税額の確定に伴う減額となります。 

 ２款施設費・１項 施設整備費・１目 施設整備費５４１万７千円の減額につきましては、

１３節委託料及び１５節工事請負費の入札等に伴う請負残額について減額するものでございま

す。なお、特定財源のその他４９３万６千円の減は、簡易水道施設整備基金繰入金となってご

ざいます。 

 ４ページをご覧いただきたいと存じます。４款の積立金９０万円の増額につきましては、一

般財源の調整措置として、簡易水道施設整備基金へ積立を行うものでございます。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、１ページにお戻りいただきたいと存じます。総

括でご説明いたします。 

 １款繰入金５０２万５千円減額は、簡易水道施設整備基金繰入金であり、５款諸収入９万１

千円の増額は、水道管移設補償金の確定に伴うものでございます。 

 なお、５ページは給与費明細書となってございますが、説明は省略させていただきます。 

 以上、提案理由の説明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２７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２７号 平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２８  議案第２８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２８ 議案第２８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３

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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２８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３号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ７１万５千円

を減額し、予算総額をそれぞれ１億１,６６８万１千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。 

 今回の補正は、実行予算に基づき、委託及び工事の請負残不用額の減額及び不足所要額の補

正並びに財源の調整措置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、薄紫色

の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。 

 歳出についてご説明いたします。 

 １款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費４万円の減額につきましては、２節給料及び

３節職員手当等は職員人件費の調整となっており、２７節公課費は消費税額確定により減額を

行うものでございます。２目施設管理費２１万３千円の減額につきましては、１３節委託料の

請負残額の減額となってございます。なお、特定財源のその他２万円の減額は、生産物売払収

入となります。 

 ２款事業費・１項農業集落排水事業費・１目農業集落排水事業費４６万２千円の減額につき

ましては、１３節委託料及び１５節工事請負費の請負残を、それぞれ減額するものであります。

なお、特定財源のその他９万９千円の増は、農業集落排水施設分担金となってございます。 

 ３款公債費・１目元金につきましては、財源の振替えであり、特定財源のその他は一般会計

繰入金となってございます。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、１ページにお戻りいただきたいと存じます。総

括でご説明を申し上げます。 

 １款分担金及び負担金及び４款繰入金につきましては、歳出の中でご説明申し上げたところ

であり、３款財産収入２万円の減額は、コンポスト肥料の販売休止による減額となってござい

ます。 
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 なお、４ページにつきましては給与費明細書となっておりますが、説明は省略させていただ

きます。 

 以上、提案理由の説明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２８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２８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３

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２９  議案第２９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２９ 議案第２９号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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２９号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

３号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、歳入歳出額に増減はありませんが、第１条第１表歳入歳出予算

補正に記載のとおり、歳出の科目において補正を行うものであります。 

 今回の補正の概要でございますが、歳出におきまして人件費並びに基金積立金の増額、入札

及び執行残などの不用額を減額させていただきます。 

 それでは、うぐいず色の焼酎事業特別会計の事項別明細書によりご説明いたしますので、２

ページをお開きください。 

 １款総務費・１目一般管理費は２６万５千円の減額であります。２節給料は３万３千円の増

額、３節職員手当等は８千円の減額、４節共済費は２万３千円の増額、７節賃金は１０万円、

８節報償費は１０万円、１２節役務費は６万３千円、１３節委託料９万５千円をそれぞれ減額
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いたします。１９節退職手当組合負担金は４万５千円を増額いたします。 

 ３ページをご覧ください。２款製造費・１目醸造費は３６５万円の減額であります。７節賃

金１０万円、１１節需用費１６０万円、１２節役務費１５万円、２７節公課費１８０万円をそ

れぞれ減額いたします。 

 ３款公債費は３万円を減額いたします。 

 ４款基金積立金は３９４万５千円を増額いたします。 

 ４ページは給与費明細書でございますが、説明については省略させていただきます。 

 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２６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２９号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第３０～日程第４３  議案第５号～議案第３６号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、議事の都合上、日程第３０ 議案第５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償

支給条例の一部を改正する条例から、日程第４３ 議案第３６号 平成２４年度清里町焼酎事

業特別会計予算まで、都合１４件を一括議題とします。 

 

●日程第４４～日程第４５ 

○議長（村尾富造君） 

 日程第４４ 平成２４年度町政執行方針並びに、日程第４５ 平成２４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２４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） 
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 ～町政執行方針朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、平成２４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） 

 ～教育行政執行朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 昼食の時間でございますが、このまま続行して会議を続けます。 

 これより、平成２４年度町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） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 次に、平成２４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） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、平成２４年度町政執行方針並びに平成２４年度教育行政執行方針を終わります。 

 ここで、昼食のため、午後１時３０分まで休会といたします。 

                             休憩 午後１２時１２分～ 

                             再開 午後 １時３０分 

●日程第４６  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第４６ 一般質問を行います。 

 順次発言を許します。前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 それでは、通告によりまして一般質問を行います。 

 本日は、公立高校の入試ということで、若干午後より風がついておりまして、子供達が大変

心配でございます。たまたまですけども、今回は焼酎工場の問題に対して一般質疑を行います。

ちょうど考えれば、僕も３６年前、ちょうど受験生だったなと。これも何か一つの縁なのかな

と思っております。 

 それでは、本題に入らせていただきます。東日本大震災並びに福島原発事故より、まもなく

１年を迎えようとしております。国の復興、復旧対策として復興基本法の成立、そして１次、

２次、３次と補正予算が成立し、特に復興庁設立により今まで以上のスピード感で、復興が進

むことを希望するところでございます。さて、櫛引町長も１年を迎えようとしています。各所

に積極的な取り組みを実施され、さらなるまちづくりのためにご尽力されていることに敬意を

表します。少子高齢化社会にあって、当町も過疎化の波は急激に進み、国内の経済不況も未だ

に克服されておりません。大変厳しい環境が続いている状況でございます。 



 37

 それでは、一般質問に移らせていただきます。清里町特産のじゃがいも焼酎は、昭和５１年

から数えると３６年間の歳月で、北海道を代表する焼酎として認知され、また一村一品の先駆

けとして、広く焼酎の町清里が固有名詞にもなっております。当町のＰＲには、多大な貢献と

地域における経済効果も計り知れず、当町の顔であることはまぎれもない事実でございます。 

 しかしその反面、自治体が商品を製造し、販売することがいかに難しく、大変であったこと

と思いますが、歴代の町長をはじめ、職員のご苦労、そして町民の協力には改めて心から感謝

するところでございます。そのような中、度々議会、委員会等で会計処理の問題、あるいは販

売等に対する諸問題、そして、焼酎事業そのものの今後の方向性など、様々な討議がなされて

きました。 

 そこで、昨年春に町政の舵取り役になられた櫛引新町長に、今後の焼酎事業の方向性を３つ

の観点からご質問いたしますので、よろしくご答弁をお願いします。 

 まず１点目、平成２０年２月に清里町焼酎事業中期経営計画が作成されております。平成２

１年からの５ヵ年の中で、どのように推移しているのか、進捗状況をご説明願います。 

 次に、焼酎事業を産業課へ移行するための条例改正案が示されました。それに伴い、どのよ

うな効果があるのか。また、それにより何が改善されるのか、具体的に答弁をお願いいたしま

す。 

 最後に、町長が掲げる庭園のまちづくり構想の中で、花と緑と交流のまちづくり事業を基本

として進めるとのことですが、焼酎事業を町長はどのように捉え、推進していくのか。庁内に

プロジェクトチームを立ち上げ、素案を作成中であることをお聞きしておりますが、どのよう

な形で焼酎事業を取り組んでいくのか、施策の説明をお願いします。 

 以上３点、質問のご答弁をお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、ご質問をいただきました、焼酎事業の新たな方向性についてということで、ご質問

にお答えいたしたいと思います。 

 ご質問の焼酎事業の新たな方向でございますが、ご案内のように、清里町特産のじゃがいも

焼酎、昭和５１年に実験醸造を開始して以来、３６年という歴史が流れた訳であります。現在

では、北海道を代表する本格焼酎ということで、認知をされておりますし、また、全国的な一

村一品運動の先駆けとしての取り組みということで、広く道内外からの自治体からも、こうし

た取り組みについて評価をいただいているところでありまして、清里町と言えばじゃがいも焼

酎と、町民の皆さんにお聞きしても、清里町の名物はと言うと「じゃがいも焼酎です」と、そ

こまで浸透してきたということで、直接的な効果、そしてまた、間接的な効果についても、そ

れぞれ十分な認知がされてきたのかなと感じているところでございます。 

 それで、１点目の焼酎事業の中期計画の進捗状況の関係でございます。ご案内のように、中

期計画につきましては、平成２０年中に従前からの流通販売方式の促進と、また新たな流通販

売先の開拓及び品質の向上と、消費者から魅力ある商品としての新製品の開発、そのようなも

のを持続的に発展をさせるという意味を持ちまして、平成２１年から２５年までの５ヵ年計画
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として策定がされたものであります。そして、その時々の経済情勢や消費動向の変化等に適切

に対応できるように、必要に応じて見直しを行いながら、推進する計画として樹立をいたしま

した。そうした中、平成２１年度のスタートしたその年に、その前の年になりますけれども、

リーマンショックということで、予想もしなかった事態が実は生じた訳でありまして、このこ

とによって、日本はもとより世界同時不況がスタートしたというようなことで、国内経済にも

大きな影を落とした訳でありまして、その影は未だに継続をしており、大変な状況を迎えてお

ります。焼酎事業におきましても、当初は一定の数量、８８キロ製造と８１キロを販売という

計画を持ってスタートした訳でありますけども、現実的には急激な落ち込みになってしまった

ということが、事実として出てまいりまして、そのスタートした平成２１年１２月に製造数量

と合わせて販売数量の見直しを、１年目から余儀なくされたところでございます。そうした中、

委員会ともご相談をさせていただきながら、見直しの数量、製造を、当初８８から３０キロ、

それから販売量についても、８１キロから６０キロと大幅に減産、そしてまた、販売量の減量

をしながら、今日を迎えてきている訳でありますが、さらにその次の年においても、微減では

ありますが、製造、数量並びに販売数量とも減少させながら、今日を迎えているという状況で

ありまして、これら中期計画の見直し後においては、ほぼその見直し後の数値としては推移を

してきている状況でありますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 次に２点目の、焼酎事業所の産業課への統合に伴う関係でございます。これらの関係、まず

午前中も提案をさせていただきましたが、施設条例の関係も併せて実施をさせていただいてお

りまして、焼酎醸造事業所、昭和６２年に農産物加工施設、当時の構造改善事業で焼酎工場を

建設させていただいて、補助事業の名称で農産物処理加工施設と言う名称でありましたので、

その補助事業名称で条例が制定されていたということで、今回、全体的な見直しということで、

その名称についても、焼酎事業所に名称を解消して、設置をし直したものでございます。また、

課の設置条例におきましても、焼酎事業所の事務分署を産業課に置くことといたしまして、処

務規定によって焼酎グループを産業課のグループに配置するということで、今までは焼酎事業

所と言う課以外の事業所としての設置でありましたけども、今般、産業課の中に焼酎グループ

と言うことでの配置をいたすものでございます。今回の改正については、平成１８年の課など

の設置等事務分掌のあり方と、これらについて、行政事務改善委員会より答申をいただきまし

て、かつ、清里町の自立計画に基づく事務事業の改善事業として事項として計画がされていた

ものでございまして、今般、専門職員２名体制の下で産業課の焼酎グループとして配置させて

いただいたものでございます。現在までは、副町長が焼酎事業所の所長として、長屋所長以降

については、兼務をしながら引き継いできている訳でありますが、今回の改正により産業課長

が、その職を兼務することに相成るものでございます。通常時においては、なかなか課と課の

間での事務事業の支援対策事業というのは、課の設置条例によって事務分掌が決まっておりま

すので、それを単純に横並びにして運用するということは困難でありますので、今回の改正に

より課内のグループ間の支援協力体制、それから、課長の町政権限の範囲内で、それぞれのグ

ループ間の調整、または支援協力体制を取ることが十分可能となってまいりますので、組織と

しての柔軟性が確保されて効率的、効果的な事業が運営されるものと、この改正によって期待

をしているところであります。 

 次に、庭園のまちづくり構想における焼酎事業の位置付けと、プロジェクトチームでの焼酎

事業の検証の経過でございます。清里町の美しい田園風景と整備された町並み。そして、花と
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緑と交流のまちづくりのプロジェクト事業に取り組んできました商店街のガーデニング。そし

て、町民によるプライベートなオープンガーデン。さらには、上斜里地域を中心とするフラワ

ーロード。住民参加と協働・共創によるまちづくりに、積極的に現在まで取り組んでまいりま

した。そうした町民の皆さんの思いを、庭園のまちづくり構想として町全体の統一したコンセ

プトのもとで、第５次清里町総合計画に掲げられております、それぞれの施策を有機的につな

いで、農商工観光などの経済産業分野はもちろんでありますけれども、教育や福祉部門などと

の広範の分野と連携した、住民参加型のまちづくりのプロジェクト構想として、推進をしてま

いりたいと考えてございます。この中に、プロジェクトチームとして焼酎事業の関係について

も出てまいりますが、具体的な構想の中に、直接的にその部分を取り上げてということにはな

ってまいりませんけども、全体の地域活性化、また、それぞれの産業、雇用の中に、焼酎のこ

の特質的な産物、町の特産品をしっかりと位置づけながら、そういうまちづくりの源としてい

きたいと考えている次第でもございます。プロジェクトチームの中でもいろいろと検討をいた

だくことになっておりますので、そうした庭園のまちづくりの具体的な組織であります「庭園

の地域づくり班」、また、資源別利用活用を考える「庭園の活力づくり班」、それから全体と

しての「庭園の環境づくり班」の、この３つのワーキンググループを基に、様々な活動の検討

を加えていきたいと考えているところでございます。また現在、焼酎事業所におきまして、今

後の焼酎のあり方、新製品の開発、また事業の展開などについて、具体的な提案事項の検討が

進められておりますので、そうした検討内容をたたき台としながら、ワーキンググループでの

意見調整を終え、その上で所管の常任委員会とも十分に検討をさせていただきたいと考えてい

ますので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 以上を申し上げまして、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） 

 今、質問に対しまして、町長の方から中期経営計画の中での整合性についての答弁をいただ

きました。私も今回この議場の中で始めて１年目なものですから、なかなか詳細にわたった部

分では分からない部分もあります。ただ、中期経営計画５ヵ年の中で、すぐさま計画変更を余

儀なくされたというところで、リーマンショックだとかその経済不況ということで、論点を述

べられていたのかなと思いますけども、そもそも、その根底の中に、やはりその在庫量をどう

するんだという議論が、その時点でしっかりとなされていたのかどうなのか。今の答弁の中に

も出ていましたけども、適正在庫、当時おそらく２１年度には４６０キロリットル。それから

４２０キロリットルですとか。その後に、適正在庫を大体１５０キロリットルにもっていこう

と。そういうことで逆算すれば、大体在庫量の３０キロを１０年かければ、３００キロリット

ルですよね。その製造量に対して、年間の販売量って言うんですか、それを５５キロから６０

キロということは、造っている量がそこまで落ち込む、尚かつ、販売数量も一気に下げるとい

うことは、商品を作っている世界、普通であれば小売業さんとか同じようなことであれば、い

かに計画生産をして、いかに一生懸命その目標向かって売りましょうという形でいくのが、本

来の姿だなと思います。 
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 これの中身を見ると、完全な生産調整をしながら、それに見合ったその販売量で何ら問題な

いと言う。本当に数字の現れで、仮に６０キロの販売生産量であれば、かかり経費、総務費、

人件費、製造費ですか、それを合わせた中で、単純に６０キロ６千万から７千万。こちらのか

かり経費である、総務費と生産費は同じように６千万から７千万でいいので、その中で、十分

採算ベースで収支均衡が取れるペースじゃないかという、どうもそういう論点で計画が再見直

しされたんだと思います。その辺について、もう少し詳細に、町長の方から説明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 製造と販売の考え方でございます。当初の中期計画の中で、８８キロ作り８１キロをコンス

タントに販売したと。そうした販売戦略を考えながら進めておりました。先ほど申し上げまし

たように、現実は１年目からその計画が破綻をし、今現在は、基本は全体で６０キロを販売す

ると。３０キロの製造、それから、在庫調整で３０キロをそれにあて替えをしながら、全体と

しては６０キロと進めている訳であります。その６０キロだけしか売らないという計画ではご

ざいませんけども、それはお互いの商取引ですから、注文がくれば出していくという形には当

然なっていきますけども、残念なことに、逆に当初予定していた６０キロも、実は２２年の時

も実績としては５６キロ、それから２２年が５５、同じく２３年も。端数はありますが。キロ

数でいきますと、５５キロというスタイルに落ち着いていると言いますか、その範ちゅうの出

荷量にとどまっているということで、出荷を抑えての６０キロだとか５０キロだとかという話

ではなく、現実として今現在で、そういう取引内容になっておりますので、その現実の姿をあ

る程度求めながら、過大な増量をしても、在庫として逆に残っていくと。せっかく在庫の調整

をやっていきたいということで進めていますので、そんな中での推移であるということであり

ます。そんなことで、在庫の数量としては、現実的には平成２２年度の途中計画変更で、２１

年からの変更でありましたので、一気に大麦だとか、そういった材料を前の年に調達をしてい

る部分がありますので、一気に減らすことはできません。契約行為がありますので、そういう

部分で調整をしながら進めてはいる訳ですけども、その中で製造して、その販売との差引きか

らいきますと、２２年が在庫から１４キロ、２３年が２８キロの販売でありますから、２３年

では、当初予定していた３０キロの在庫との調整に近づいてきているのかなと。当然、２４年

の当初予算では、３０キロを在庫からの販売を行っていく予定で計画を立てている次第でござ

います。たまたま、そのような姿で今、製造と販売のバランスを取っている状況でありますが、

これがまた、経済情勢が好転して、新たな販売先が見つかって、どんどんさばけるようになっ

てくれば、そこら辺の調整についても、十分検討しながら進めていきたい。ただ、今年できた

から、今年売れるという代物でもありませんので、そこら辺の見通しも、十分に委員会とも協

議をしながら進めていければと考えている次第でございます。 

 以上で、答弁を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

 今、町長の言葉の中に度々出てきたんですけども、「経済情勢が」という言葉があるんです

けども、それは私でも自分でも仕事をしていますが、それに対して、どうインセンティブを取

りながら経営するんだということを、常々私自身も考えていますし、一般の人も同じように、

そういう意識の中で考えていると思います。 

 特に一番問題なのはその現場です。現場という言葉が適正か僕は分かりませんけども、醸造

の製造過程で働いている人たちが、急に仕込みの回数が減る。あるいは自分たちの町のきよさ

と焼酎を造っている意識の高いポテンシャルが、急に製造が少なくなると、やはりそこで労働

意識の低下が起こる。そこは、町としてあれだけの経済の波及効果があり、町内にいろんな部

分で資材調達もやっていますよと言いながら、実際はマイナスの経済と言うか、マイナスの商

売ですよね。これはもう少し積極性に取り組みを持っていかないと、本当にこのままで良いの

か。このままでやれば、極端な話をしますと、造らなくても良いんですよ。在庫があるんです

から。町長が言いましたように、今年度造った焼酎を今年販売することは、まずあり得ません。

それは技術的なもので、聞くところによりますと、その焼酎自体に苦味があり、やはりそれは

熟成して寝かせる。そういうところを持っているがゆえに、やはりある程度の在庫管理も必要

だと。ある程度の在庫量はきっちりと確保する。そして、その中でいろんな部分、例えば原酒、

古酒、あるいは浪漫倶楽部など、いろんな品種を置くことに在庫管理をする。そういうところ

で、販売の過程をどうするか。それは常々考えていただきたいと思います。 

 しかし、もっと大事なところは、現場で一生懸命に働いている人たちに、造っている意識を

どう植付けていくかということなんですけども、それについて町長はどう考えているか、お聞

かせ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） 

 ただ今のご質問でありますが、現場での雇用をされている、また、職員の皆さんのモチベー

ションが下がるのではなのかと。計画がどんどんと増えている時はそういうことは無くて、積

極的な対応になってまいりますけども、当初予定していたより減りますと、どうしても気持ち

的にそう捉えられる場合が多いのかなと思っておりますが、これはやっぱり販売量との絡みが

ありますから、どうしてもその辺で通れない部分が出てくるのかなと思っております。基本的

に職員には、いろんな形での試験研究だとか在庫の管理のあり方だとか、造るだけの話でなく、

品質的な課題だとかいろんな課題がありますから、そういう部分を含めて、モチベーションが

下がらないように、いろんな対応を、職員内でもいろいろお話をいただいておりますし、当然、

我々としても考えていかなければならないと思っているところであります。また、先ほど来申

し上げておりますように、どうしても経営的な要素は十分に考えていかなければならないと。

それは当然、そういう事業をやっている上においては当たり前ことでありますから、これが一

方的に在庫ばっかりが溜まっても困るし、また、適正在庫と言うのは大体３年分程度は持たな

ければ、熟成度合いから言ってもなかなか難しいものがございますので、それからいくと、１
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８０キロ前後は常に確保しておかなければならないと、我々も認識をいたしておりますので、

その範ちゅうの中で、一定の数量の調整ができればと、現在も進めているところでございます。

単純に言えば、在庫があるうちは造らなくても良いのではないかと。極端に言えばそういうこ

とにも、数字的にはなりますけれども、それこそ、そうしてしまうと、技術が途絶えていきま

すので、それだけは避けていかなければならないですし、基本的には売れる量だけ造っていけ

ば、在庫だけはそのまま残ってしまうという、そんなおかしな現象になりますけれども、ただ、

先ほど申し上げましたように、全体６０キロとした時に、半分を製造しながら、そして残りの

半分は在庫調整をしながら、一定の期間を経過させなければならないと考えているところであ

ります。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、質問の中で、製造の部門に対して質問を投げかけています。 

 特に、やはり現場の中で醸造の技術者、お酒で言えば杜氏（とうじ）、仕込みをしながら風

雪に耐えながら、長い経験の中で一生懸命に造り、そして美味、おいしいお酒造りというとこ

ろに一つのマインドを持って実施していると思います。やはり、我が町清里町の焼酎も、現場

ではそういう意識も高く持ちながら、やはりおいしい焼酎を造っていただきたい。そして尚か

つ、今の現状を見ますと、製造の中で在庫管理も非常に重要なウエイトで、かなり繁忙かなと

思います。 

 今、タンクの本数が約３１基あります。その中で約２００キロぐらいですか。そして、尚か

つ、木樽が１９２本ということで、その量は５４キロです。それらをどうやってうまく在庫管

理をしながら執行するか。それを今の現状では、現場の醸造の責任者２人がやる。それは、業

務的には僕は分かりませんけども、なかなか大変なことではないかなと。要するに、一つのタ

ンクにしろ、品質の管理の上で温度管理のなり、あるいは風味の管理なり、それは毎日常々記

録をしないと駄目ではないかと。その上、販売もやります。それはやっぱり職員も厳しいとい

うのもありますし、なかなかプロ化した販売はできないのではないかと、私自身はそう思って

います。 

 そんな意味で、次の産業課に醸造課を移管するという話になりますけども、なかなかこの製

造と販売、この二局面があるんですけども、どっちつかずなんです。しっかりと持った中で、

ある程度管理できる手法で焼酎を造る。あるいは焼酎を売るという方向で行っていただかない

と、やはりなかなか難しいのではないかなと思います。 

 そんな中で、今一つお願いしたいところは、その価格の設定です。過去において、価格の設

定が何度かなされていると思いますけども、そのことについて、町長はどのような所見をお持

ちか、お聞かせ願いたいと思うんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 焼酎の販売に対する職員と製造とのバランスの関係でございますが、現状、職員は専門職員

が２名体制であります。その中で、製造した販売の方まで手掛けているという状況であります。

内容的には、常日頃の在庫の管理、品質の管理を含めてですから、大変な作業をやっているこ

とになりますが、従来もこの体制でやってきたこともありまして、大体その流れで進めさせて

いただいているところでもあります。できればしょっちゅう荷物を担いで販売、売り込みに行

ければいいのですが、現状ではなかなかそこまでは至っていないという実態でありまして、今

回、そこの部分までやれるかどうかと言うのは、これからの話になってまいりますが、新たに

産業課に焼酎グループを配置したことについては、これは、販売促進のために町内でいろいろ

なイベントをやったり、よそでイベントをやる時に、そこに提供したりとかの作業が結構あり

ますので、こういうのはグループ間調整の中で、イベントなどの手伝いを課の中で調整ができ

るだろうと考えておりますから、そういう面においては、少しは軽減されるのかなと思ってご

ざいます。 

 それから、焼酎等の価格の設定の関係でございます。これらについては、当然、製造する原

料とかそういう部分での製造の原価、それから瓶詰めの関係やそれらの作業、また、瓶代を含

めてそういう経費を全部計算し、そして、建物全体としても資材もありますし、建物自体もあ

りますから、これらの部分についても一応償却を計算した上で、それらを積算して価格を決め

ているところでありまして、さらに管理費の人件費分がありますので、管理費を足し、最終的

には価格が決定されます。当然、価格が設定されるところに、今度は酒税がかかってきますか

ら、その酒税の部分も中に入れて、卸し小売の希望価格を設定していくという内容になってご

ざいます。これらについては、従来からもそういう形で積算をしている。ただ、最終的なその

差額とマージンを、どれだけそこに被せるかということになってまいりますけども、そのマー

ジンも含めて価格が決定されるのが、一般的なやり方ということで、一応そういう形になって

ございます。ただ、どうしても大きな建物を建てていますので、その償却費分というのは、相

当金額的にはあります。これらが経営して安く出れば良いかなと思っていますが、今の段階で

はそれらの見方としては、補助事業でやっていますから、その部分は差引いておりますけれど

も、一応計算の過程にはきちっと入れてやっているというのが現状でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、価格の点について質問しましたけども、今、町長も減価償却費分を加味した上で、原価

計算をしたという答弁がありましたけども、本当にそうでしょうか。そこまで原価の中に入れ

ると、かなり高い物になるのではないかなと思います。そして尚かつ、そうなればやはり、そ

の時は１２０キロを販売するという前提のもとでたぶん価格設定して、その中に何らかの減価

償却を圧縮するなりの方策で、価格に上乗せしたのかも分かりませんし、今、ちょっと僕は分

かりませんけども、その減価償却うんぬんよりも、僕が一番言いたいのは、町民が皆こぞって

飲める焼酎の価格にしてくださいということなんです。それができないのであれば、特販とい

うことも、今やっていることも重々理解しています。それをもっと広げて、年２回、盆暮れで
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はないですけども、盆と暮れに思い切って３０日、３０日で、６０日ぐらいのキャンペーンを

はって、種々いろんな制度、独占禁止法とかのくくりもありますけども、町民還元、要するに

町民の人だけの還元ということで、小売ではなくて参考価格という形にして、町内の小売店に

思い切り安く出して、それを思い切り安い価格で町民の人たちに飲んでもらう。そこで初めて

町民が愛する自分達の一村一品のその商品。あるいは地産地消という中で、自分達の町だから

愛して飲みましょうという気概。今の社会、町長も常に協働の精神と言いますけども、やはり、

そこは大切なところかなと僕は思います。町民がいかに愛するか。町民が清里の焼酎を愛する。

それがソーシャルキャピタルと言うか、社会的資本関係と言うか、常に持ちつ持たれつ、一緒

に作っていきましょうと町長が訴えるのであれば、やはりそこには真剣に取り組んでください。

即答は無理だと思いますけども、その点について、ちょっとお聞かせ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） 

 焼酎につきましては、昭和５１年に製造を開始して今日まで３６年間、町民の皆さんのご支

援とご協力で、今日を迎えている訳であります。今のご質問の、町民への還元があっても良い

のではないかというご指摘でございます。一般的に小売の中では、現在、町民還元用として販

売されているものはありません。ただ、浪漫倶楽部だけは一升瓶を作って、町内だけでしか売

っていません。四号瓶で買うよりはかなり格安になっておりますので、それをある一面、還元

用と捉えていただければ。還元用という形では無いですが、清里でしか売っていませんし、か

なり格安になっておりますので、そういう部分でご利用いただければと思っております。それ

で、一般製品分を町民還元用として新たにやりますと、これも十分検討してみなければならな

いと思いますけども、価格だとか銘柄だとか、瓶も一般用と一緒で良いのかなど、いろんな部

分で考えていかなければなりませんので、これらについては、今後の検討課題とさせていただ

きたいと思っております。それから今、町民還元用の販売についてのアイディアとして、卸し

を安くして、小売店に卸したらどうなんですかという話でありますが、実はこれらの関係は、

次の委員会でご相談を申し上げたいと予定をしていたものであります。現在は全ての製品を基

本的には卸しを通じて、町内であろうとも販売をしておりまして、そこの裁量がどうしても取

れてこない中身でありましたけれども、卸し業者とのいろんなつながりもございますし、当然、

町内のお店の全体的な調整がございますので、そこら辺を進めておりまして、大体話が煮詰ま

ってきました。できれば、この４月から町内だけ限定して卸しを通さないでやっていく。卸し

免許そのものは工場にありますので、その免許の下で町内の卸しをやっていきたいということ

で、今、最終の詰めをそれぞれの所とやってございます。当然、卸し業者は、それはまずいと

いう話はされておりますけども、卸しは町内だけではありませんから、ほとんどは町外であり

ますので、町内については何とか進めていきたいと。その準備作業を進めてまいりたいので、

これらについても、もし、やれるようになれば、小売店の裁量の幅が当然広がってまいります

から、いろんな面において、拡販ができていくのかなと期待をしているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、製造から流通の話に移ってきました。僕もちょっと調べてみますと、町内における清里

の焼酎の流通の変化ですけども、近々のデータしかありませんけども、２０年から２３年の中

で、２０年、卸売業者のシェアが約７０パーセント。それで直販と言うか、直接小売店に出す

だとか、最近はインターネットも販売がありますけども、それを加味したパーセントが約３０

パーセント。つまり７対３の関係ですね。現在、どのように推移しているかと言うと、卸売り

の流通が６３パーセント切るか切らないか。町内の小売あるいは直販と言うんですけども、そ

れが３７パーセントまで上がってきているんです。これが流通の実態だと思います。流通の中

でそれだけ変化があるがゆえに、やはり物を造っている以上は、その辺のリサーチはしっかり

していただかないと、物を売るということではなくて、造っているという範ちゅうで、仕事を

ただ淡々とこなすだけのものになってしまうので、やはり、そこら辺は重々ポイントとして理

解して押さえていただきたいと思います。 

 そんな中で、その販売の方に目を向けた中で、今回、産業課に移管するということで答弁あ

りました。その中で一つ、どうしても問題な部分がありまして、説明の中にも何度か出てきま

したけども、事務改善委員会の役場組織のあり方の答申の中で、５課と出納室と焼酎事業所を

とあるんですけども、それを産業課に組み入れて焼酎グループにすると。確かに僕はそのこと

に賛成です。要するにグループの中で、販売戦略を持って、どう企画立案して物を売るかとい

うことを、少ない２名の体制でやるよりは、皆の中で喧々諤々しながら物造り、あるいは物を

売るということを討議することは、大変重要だと思います。但し、本当に今の産業課の中で、

そういう議論をする時間があるんでしょうか。産業課自体がかなりボリュームが大きくなって

いて、農業の中でも戸別所得補償など、全て産業課の中に入ってきている。あるいは今回、町

政執行方針の中でも町長が述べられたように、林政の森林計画も立てなきゃならない。それは

仕事ですから、当たり前と言えば当たり前ですけども、その他に商工観光も同じ産業課にぶち

入れる。何でもかんでも入れちゃって、本当にそれで良いのですか。やっぱり本来であれば、

それらの専任の職員が欲しいですし、作らなきゃならないと思うんですけども、その点につい

て、もう少し前向きな答弁を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） 

 焼酎の製造・販売に対する体制の課題でございますけれども、今回の議会の中で条例を改正

させていただいて、今までの焼酎事業所の業務を、産業課の方に部署替えをするということで

あります。先ほど申し上げたような効果が期待できると考えています。ご心配をいただきまし

たように、産業課全体の仕事のボリュームと、果たしてそこで、そのボリュームの中できちっ

と思うような対応ができるのかというご心配でございます。確かに全体を通じては、いろんな

課題はあるだろうと思います。これは、別に産業課だけではなくて、全体の仕事のボリューム

は決して昔から見て減っておりません。全てのところが逆にどんどん微細化をされて、ものす
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ごいボリュームになってきております。但し、全体の人口は落ちてきております。ですから、

職員１人当たりの人口からいくと、かなり全体としては厳しくはなっていきますけれども、行

財政改革の中の収支も含めて、健全財政を維持しながら仕事を継続していくという中では、や

っぱりそこら辺は効率的、効果的な配置を考えながら、それらの今までの縦割りの分を、少し

でも横割りが効くような形での事業を展開していかなければならない。現在取り組んでいるグ

ループ制についても、そういうことから生み出してきた組織の仕組みでございます。そういう

中に、先ほどもお話がありましたように、２人よりはたくさんいた方が、当然、いろんな面で

横の連携が取れる訳でありますから。どうしても課と課の間ですと、課長同士がおりますから、

それと庶務分掌があって、その中で自由に庶務分掌をやり取りするというのは、原則禁止にな

っておりますから、そういう中でなかなか相談をしたくてもできない。企画の部分だけの相談

は良いですけども、作業を配置する、行ったり来たりをやるということではできませんので、

そういう部分においても、全体の調整ができるだろうと思っております。ただ、申し上げまし

たように、全体の仕事のボリュームは、昔から見ると、今の方が厳しいと我々も理解している

ところでありますけれども、先ほど言いましたように、横の連携をしっかり取りながら、課全

体としてのボリュームのやり取り。常に３６５日、そこだけが忙しいというのはありませんか

ら、そういう流れの中で、全体調整をしながら仕事をやっていける形で今回、この焼酎事業に

ついても、産業課の中の焼酎グループとして扱いをさせていただきたいということであります。

そのように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） 

 今、焼酎グループとして、横の連携の中で精力的に考えていくと。尚かつ、仕事のボリュー

ムも以前よりそんなに過度ではないですよという話ですが、物を作るってことは、やはり、土

日のイベント、あるいはキャンペーン、あるいは物産展に行きたいと言っても、普通の公務員

の中では休日出勤になりますよね。本当にその論点だけを述べれば、売ることに対して精力的

にというのは、なかなか難しいんじゃないかと。そうであるならば、思い切った判断で臨時職

員を１人雇うなどして、そういう特販、あるいはキャンペーン、あるいは物産展に精力的に行

く。その中で、その産業課のグループで、しっかりとした管理と言うか、言葉ではきついです

が、管理手法の中でトライしていく。その人がやはり企画を持って上司に提案して、そのコン

セプトが良ければ動けるのであって、そういう形を作らないと、いつまで経っても売りましょ

うと言っても、なかなか物を売ることは厳しいんじゃないかと思います。また長くなりますけ

ども、その点は臨時の雇用というのもありますけども、それが可能かどうか、答弁できればお

聞かせ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） 
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 ただ今の関係でありますが、専門の職員は焼酎事業所として町職員は２名でございますが、

その他に事務系の方が１名おります。製造にあたっても、その時々の方もおりますし、年間を

通じて１名、在庫管理を含めて。集出荷の関係で、どうしても発送作業などを毎日しなければ

なりませんから、それを職員がということになれば、企画立案の部分が手薄になりますので、

そういう面で現在も職員を抱えてやっております。 

 それから製造も、実際に櫂（かい）を動かして製造したりする、また、蒸留したりというの

がありますが、それらについても、臨時職員を配置しておりますし、また、瓶詰め作業におい

ても、実質的には臨時の職員を配置しながら、全体としては調整をいたしております。 

 それと、販売の関係においては、基本的には職員が行くようにやっております。それは、消

費者の動向をそこでつかんでくるというのもありますので、職員に行ってもらうのを原則とし

ておりますけれども、長期にわたって、イベントなどをデパートなどで組む場合がありますの

で、そういう時には、マネキンを雇って販売をお願いをするということでのやり取りも、その

中でやっております。本来は、原則的には、先ほども言いましたが、販売の部分においては、

直接消費者と面しながら対面で売っていきますので、そういう時にいろんな意見を聞いてくる

という部分もありまして、できる限り職員の配置をさせているところでありますが、どうして

も製造の時期などにぶつかる時もありますので、そういう時にはマネキンをお願いして、それ

についてもそちらの方でやってもらうということで、今までもやってきておりますので、今後

もそのような対応も含めながら、やっていきたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 いずれにしましても、積極的にその販売に対しては、取り組んでいただきたいということで

ございます。また、町政執行の中で町長が述べていたんですけども、ふるさと応援団、各清里

会がございますけども、それらのチャンネルを利用しながら、販売促進に取り組んでいただき

たいと思っています。 

 最後の質問になるかと思いますけども、まちづくり構想という中で、焼酎工場の建物と清里

焼酎の製品は、まちづくりの中でどのような位置関係かということで、質問主旨には書いたん

ですけども、やはり最終的なグランドデザインの中に、焼酎工場を絡めた具体的な取り組みが、

先ほどの説明の中にはありませんでした。庭園のまちづくりの中で公園化するという話もあり

ましたけども、もっと前向きに具体的に、例えば焼酎工場を利用して、その交流の場所を提供

する何があるんだ、どういうことがあるんだということを、具体的に考えているのかどうなの

か。ちょっとその辺をお聞かせ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） 

 庭園のまちづくりと焼酎事業との関連性でありますけれども、庭園のまちづくりは、先ほど
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申し上げましたように、第５次総合計画の中にそれぞれ配置されている各部門の関係と、従来

から第４次総合計画から第５次総合計画に引き継がれました、花と緑と交流のまちづくり事業、

要は清里町の農村景観百選としての特性を十分活かしながら、清里と言えば「庭園の町」とい

うようなイメージに持ち上げていきたい。基本的には総合計画の理念であります「人と自然が

ともに輝き躍動する町」、これが庭園の町という表現の中で、それが表現できれば良いなと考

えています。これがここまできたのは、花と緑の事業の中で、町民の皆さんがまちづくりのた

めに、協働の事業として今日まで育て上げてくれたと。これを、さらに発展をさせていきたい

という思いでございます。その中の位置づけとして、当然、上斜里のフラワーロードから清里

の商店市街地のガーデニング、そしてレストハウス、焼酎工場から、今回やろうとしておりま

す札弦のパパスランド、そちらに向けた一連の線が、そこの中に出てくるんだろうと。その中

心の部分となるレストハウス、焼酎工場によそからのお客さんを呼び込むような、施策を打っ

ていきたい。そういう全体の施策としての庭園のまちづくりというイメージづけを、町民の皆

さんと共にやっていきたいというのが構想であります。もちろん焼酎工場ですから、おいしい

焼酎を造る。そしてきちっと販売をしていくというのはもちろんでありますけれども、清里で

しか買えない、清里でなければ無いという物も必要になってくるだろうと思っております。で

すから、焼酎工場周辺を使ったり、また焼酎工場そのものも、あの中で体験もできる、そうい

う企画もこれから考えていきたいと考えております。 

 今現在、焼酎事業所でも新しい形でのその取り組みとして、全体の商品の見直し、数量につ

いても今は５１種類の製品がありますから、膨大な数になります。プライベートボトルとかも

ありますから、全部が全部、整理できるとはまいりませんけれども、一定の数量については、

整理をしていくという必要性にもかられてきていますから、それらの部分とデザインなども含

めて、今、検討に入っておりますので、それらを先ほど申し上げましたグループの中で、まず

はたたき台を整備して、さらに関係の委員会とも相談しながら、新しい方向性をさらに見出し

ていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 もうそろそろ時間になると思いますので、最後の質問になるかと思いますけども、今、製品

の見直しという点もありました。そして、庭園のまちづくりの中での焼酎工場。実は私の町議

としての名刺は、焼酎工場と斜里岳がバックなんです。すごくデザイン的には素晴らしいんで

す。 

 やはり多く例える中で出るのは、欧米の中の文化ではお酒と言えばワイン、ワインと言えば

田園、田園と言えば食。これがうまくリンクしながら一つの文化、あるいは地域づくりを醸し

出しているんです。我が町清里も、そういう形でハードの建物とその文化。優しいいもを作る

だとか、いろんな物づくりに対するじゃがいもの技術などがありますけども、同じように食べ

物のおいしさもセットする。そして、その中で焼酎工場で、例えば体験ができるだとか、そう

いうことも前向きにいろいろとチャレンジしながら、頑張っていって欲しいですし、やはりそ

こは、町長が自らリーダーシップを取りながら、常に焼酎事業に前向きに、現場に足を運ぶ。
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そして、常にリサーチしながら頑張るという姿を、町民の皆さんに見せていただきたいという

ことで、私の質問を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、前中議員がその名刺を使っていますよというお話でしたが、実は私も同じ名刺を使

わせていただいております。 

 それで、最後にありましたとおり、清里の風土と食と文化とをしっかりと押さえていきたい

と思っております。当然、庭園のまちづくりの中では、先ほども言いましたように、レストハ

ウス、焼酎工場周辺と札弦のパパスランド。これらが一つの核となり、庭園のまちづくりの構

想の中に入ってくるだろうと考えておりますので、これらのものがきちっと融合し、結びつき、

そして、斜里岳と今まで先人の皆さんが育ててくれた、この田園の景観を大事にしながら、文

化として育っていくようなまちづくりを目指していきたいと考えておりますので、今後ともご

指導のほどよろしくお願いを申し上げて、答弁とさせていただきます。 

 

○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、池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 平成２４年度の町政執行方針が示され、一般会計、特別会計合わせて６０億８,７１１万５千

円という予算が計上されたところですが、先に通告しております、第５次清里町総合計画及び

第４次行財政改革大綱の推進について、町長の所見をお伺いいたします。 

 なお、一般質問にあたっては、１時間という限られた時間でありますので、私自身、一問一

答の時間を十分に取りたいと考えております。私自身もできる限り、簡潔に要点だけを質問さ

せていただきますので、町長におかれましても、質問事項に対してのみ、簡潔に答弁をお願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 さて、１点目の質問でありますが、総合計画に基づく、地域活性化に向けた具体的施策の展

開及び推進についてであります。第５次総合計画につきましては、平成２３年から３２年まで

の１０ヵ年計画、まちづくりの基本となる計画でありまして、町長の町政執行方針でも最優先

事項に位置付けられていると認識しております。また、お聞きするところによると、本計画を

策定するにあたっては、議長を策定委員長にする中、３０名の町民委員により２年間にわたっ

て、従来になく大変厳しい論議を経て、策定されたと伺っております。こうした内容を踏まえ

て、先に常任委員会に示されたグランドデザインが策定されまして、また、加えて２期８年に

わたる自立計画を引き継ぐ、第４次行財政改革大綱も策定されたと認識しております。平成２

４年度は、櫛引町長も２年目に入りまして、初めて本格的な予算編成、前向きな独自色も出し

ながら取り組んでいただくことを期待していたところです。しかしながら、今回示された町政

執行方針をお聞きする限り、誠に残念ですが、中小連携事業者や一般労働者、さらには低所得
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の高齢者等が置かれた厳しい状況。経済情勢や生活の厳しさに対する認識を十分に持っている

のか、ちょっと私としては、いささか認識が甘いのではないかと感じるところでもあります。

その端的な表れが、大型事業については、全て前町長時代から計画されていたものであり、こ

れは仕方ないにしても、ソフト事業についても、基本的には従来事業の焼き直し、または補助

や給付対象者の拡大となっており、新しい方向性や第５次総合計画の具体的展開に対する前向

きな意欲、さらには、町内の厳しい経済環境に、正面から取り組む意欲に欠けているように感

じます。具体的な執行方針の表現を見れば分かるとおり、「引き続き継続実施する」、「継続

して支援する」、「検討してまいります」、こういう表現が随所に現れているだけでなく、単

に事業を継ぎはぎして、並べたものになっているのではないかと思います。町長の肉声、さら

には熱意が、残念ながら私には伝わってきません。したがって、総合計画の具体的な展開や、

方向性を示すとしていたグランドデザインの内容を見れば、同様に、前回作りましたグランド

デザインや、景観計画からの抜き出しや部分修正、総合計画の要約だけであり、本来的に予算

や、時間をかけてやる必要がどこにあったのか。疑問に思っている議員は私だけでしょうか。

また、第４次行財政改革大綱の内容についても、あくまでも一般的な総論の域を出ておらず、

ある意味では第５次総合計画の基本計画、第１章の「協働と共生で築く自立のまち」の中で示

されている行政運営の充実、財政運営の充実、広域行政の推進の方が、より具体的で、実践的

であります。２期８年間の自立計画を引き継ぐレベルのものになっていないような気もします。

しかも、平成２４年度から３ヵ年という大綱でありながら、「具体的な推進計画がこれから検

討される。」と、先の委員会ではこういう説明でありまして、スピード感や緊張感に欠け、形

式さえ整えば、すぐと言った姿勢すら感じるものであり、ある意味では、自立計画から見たら

大きく後退しているように思えるところでございます。このような状況を、町長自身がどのよ

うに認識されているのか。さらに、町政執行の柱となる総合計画及び行財政改革大綱の具体的

な取り組みを、どのような形で推進されていくのか。町長の率直な見解をお聞きしたいと思い

ます。 

 ２点目の、庭園のまちづくり構想及び住民協働の推進についてであります。庭園のまちづく

り構想は、町長の公約として掲げられた大きな目玉となっておりますが、一方、住民協働は第

５次の総合計画の柱でもあります。町長は今回の町政執行方針において、花と緑と交流のまち

づくりを基本として、さらに自然溢れる庭園のイメージ等、まちづくりの方向性を感じ取るこ

とができる、新たな活性化のプロジェクト構想として、具体的に推進するとしていますが、す

でに１０年以上過ぎた花と緑の交流のまちづくり自体が、マンネリ化しているのではないかと

感じるところであり、これに加えて、新たな事業を展開すると言っても、町民の積極的参加が

得られる環境にあるのか、非常に難しいと思えるところであります。また、地域の経済や雇用

が非常に不安定な状況を考えた時、果たしてイメージ的な庭園のまちづくり構想が、本来の清

里町の取り組むべき最優先課題であるべきかどうか、非常に違和感を感じております。ここ数

年見ておりますと、担当職員自体も、非常に重荷になっているように見えて、新しい企画や事

業に対する意欲が見えないのが実態ではないかと。新町長になられてから１年間、役場内に職

員によるプロジェクトを立ち上げ、具体的な事業の検討を行ってきたと聞いておりますが、町

長から幾度となく構想についてはお話を伺っておりますが、具体的に事業計画や工程について

は、現在までには何ら常任委員会にも示されておりません。全体計画ができているのか。そし

て、具体的な新事業が平成２４年度の予算にどのように反映されているのか。町長にお伺いし
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たいと思います。また、花と緑と交流のまちづくり事業にあっては、町民の皆さんと行政のパ

ートナーシップ事業として、総合計画の重点事業として、清里町における住民協働の一つのシ

ンボルとして、推進されてきたと理解しておりますが、一方、庭園のまちづくり構想は、これ

自体が町長個人の公約であります。したがって、この構想は、基本的に行政主体の責任で進め

るという考えに立っているのか。その点も確認させていただきたいと思います。 

 ３点目ですが、公共施設の運営管理及び指定管理者制度のあり方についてであります。本町

の将来的な財政運営を考えた時、人件費とともに、施設の運営管理費が非常に大きく比重を占

めていると考えております。特に、人口がわずか４,５００人を割り、高齢化が極端に進む中、

様々な施設を維持管理していくだけでも、非常に大きな負担でありまして、総体的に運営管理

の手法も見直す必要があるのではないかと感じております。特に、過去に建設されました施設

については、現在の人口等から考えたら、一部過大な投資であり、ちょっと身の丈を過ぎたも

のではないかなという所が多く見られます。今後の施設整備にあたっても、十分に今後考える

ことが必要と思います。こうした中、清里町においては、いち早く、平成１８年から指定管理

者制度を導入しながら、大まかに括れば直営方式、委託方式、賃貸方式、指定管理者方式の、

この４つの方法で運営を行っていますが、特に、観光集客施設においては、これらが混在して

おり、総合性に欠けるようなところがあると感じております。基本的な区分の根拠をどこに置

かれているのか、町長の考えをお聞きしたいと思います。具体的に言えば、レストハウスは賃

貸。温泉宿泊施設、山小屋は指定管理。スキー場、プールは公社に委託です。オートキャンプ

場、パークゴルフ場は直営と。全体として非常にちぐはぐであるばかりでなく、特に、運営上

の責任や経費負担といった面で、かなりの誤差が出ていると思います。例えば、賃貸や指定管

理の場合は、経営的に赤字であれば、基本的に受託者の負担。公社委託または直営であれば、

予算的に補填する。加えて同じ指定管理でも、委託費が伴うもの、収入で賄うもの、それぞれ

の施設の特質によって、多少の異なりはあって当然だとは思いますが、一般的にはちょっと釈

然としないものがあります。特に、指定管理精度については、制度導入後、経費の合理化、民

間活力の導入、地元雇用の創出の面など、本来的に当初の目的や機能を十分に果たしているの

か。様々な矛盾や課題が生じているのではないかと考えております。今回、緑清荘の指定管理

者が替わります。加えて、パパスランドは大変大きな投資を行う中、改築工事を行う予算提案

がなされておりますが、具体的な運営や運営計画が残念ながら示されておりません。助役、副

町長時代を含めて、これらに直接関係してきた立場から、町長自身の指定管理者制度の運用に

対する評価、指定管理者に対する町の関与のあり方及び今後の対応について、見解をお伺いし

ます。 

 先にお願いしておりますが、事業内容とか経過の説明は結構ですので、質問の項目、事項に

ついてのみ、簡潔に答弁をお願い申し上げます。 

 

○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、池下議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、第５次清里町総合計画並びに第４次行財政改革大綱の推進について、その中の３つに
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わたる項目についてのご質問でございますが、ただ今の質問の中で、詳細にわたってのお話を

いただきました。それぞれ漏れの無いように答えていきたいとは思っておりますけれども、か

なり膨大な中身でありましたので、多々漏れることがあるかと思いますが、よろしくご理解を

いただきたいと思います。 

 まず、第５次総合計画の関係については、２３年から１０年計画としてスタートいたしてお

ります。これは、第４次総合計画をさらに引き継ぎ、発展させるものということと、第２期自

立計画を継承し、それらを引き継いでいくものという意味合いの中で、計画が樹立されており

ます。そうした中において、まちづくりを住民参加と協働、共生、共創、そして自助、共助、

公助の補完性の原理・原則をもって、先ほども申し上げましたが、「人と自然がともに輝き躍

動するまち」の将来方向を目指した計画として、策定をされていると理解をしているところで

ございます。また、その中において今般の予算、また、施行方針の中に、それらの内容がどう

も見て取れないというご指摘でございまして、町のそういうもろもろの施策に対する、実態に

対する厳しさの理解に欠けているのではないかというご指摘でありましたが、私としてはそう

は考えておりません。しっかりとそこら辺を理解をした中、一つずつ着実に進めていきたいと

いう考え方のもとに、今回の執行方針を策定させていただいたものでございます。特に、全て

が継承ではないかというご指摘もございましたが、決してそういう気持ちではございません。

当然、行政の継承する部分もございますから、しっかりと継承できるものは継承し、新たに生

み出すものは生み出していくという覚悟で望んだものでございます。特に、子育て関係におい

ても、全部が焼き直しではないかというご指摘でありますが、決して私自身は、そういう気持

ちは持っていないということでございます。また、第４次行財政改革大綱の関係についても、

全体としては委員会の中で、行財政改革大綱の基本的な方向性をお示しいただいた訳でござい

まして、各論については、具体的に早急に立ち上げていきたいと考えてございます。それぞれ

の項目についても、今、鋭意策定を事務的に進めております。これは実質的な事務的な部分で

すが、方向性については、その委員会の中でまちづくりの方向性と合わせて、行財政のあり方

ということで、６項目にわたる方向性をお示しいただきましたので、それに基づく具体的な事

務事業の詳細にわたって、現在詰めている最中でございますので、これらについても、ご理解

をいただきたいと思います。 

 それから、２点目の庭園のまちづくり構想の関係についてでございます。これらにつきまし

ても、花と緑と交流のまちづくりから一歩も出ていない。事業も相当、制度疲労が起きている

のではないかというようなお話であります。私は決してそうは思っておりません。今まで、こ

れを中心に、住民共創、共生が図られてきたと理解をいたしております。ただ、同じ事業をず

っと続けていくということではなく、さらに、それらをトータル的に進めていきたいというよ

うな形の中での庭園のまちづくりの考え方でございます。これらについても、基本的には行政

のみがやるということでありません。あくまでも町民の皆さんと共に、知恵を出し合い、汗を

流しながらやっていくというのが、私の基本的な考え方でございます。具体的な事業が見えて

きていないということかと思いますけれども、これらについては、並行して進めさせていただ

きたい。基本的な理念については、前にも各議員さんのお集まりの中で、私の方からもお話を

させてもらいましたが、そういう形の中での事業の配置をしていきたいということであります。

具体的なものとして、先ほども言いましたが、上斜里のフラワーロード、コスモスロードから

札弦までにつなげる。それを線的な事業として、その中にそれぞれの思いを詰めていければと
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いう事業を展開していきたい。予算的には、その科目として庭園のまちづくりプロジェクトの

科目を作れば、明らかに見やすかったのかも知れませんけれども、それは一連の流れでありま

すから、花と緑と交流のまちづくりの科目を通じながら、そしてまた、産業の中にあります、

農地・水・保全事業等の協働の事業に対しても、合わせて事業展開をしていくということでの

配置をしてまいる次第でございます。全体を通じながら、いろんな事業の展開をやっていきた

いと。特に、道道が線的には中心になってまいりますので、その中で、景観スポットを求めた

り、要所要所にそういう景観の要素を入れながら進めていくことを考えておりますし、また、

札弦のパパスにおいては、現在実施設計中でありますから、それは食材提供供給施設としての

役割と販売を目的としたものを、その中にしっかり入れていきたいと考えておりますし、隣に

幸いにして高齢者活動施設として、農産加工処理施設、陶芸施設等もございますので、それら

を体験できるような部分も含めながら、全体として構想が出来上がればと考えているところで

ありますが、これらも現在構想としてまとめていく最中でございます。私の任期中にそれらの

スタイルが明らかになってくればという思いでありまして、今年言って、今年出来上がるとい

うものではありませんので、全体の構想として進めさせていただくということで、理解をいた

だければと思います。 

 それから、３点目の公共施設の管理運営の関係でございます。ご指摘をいただきましたよう

に、この施設については公共の施設として直営で実施しているもの、それから業務委託をして

いるもの、また賃貸で行っているもの、さらには指定管理制度を活用してやっているものと、

それぞれ手法がございます。基本的には、地方自治法が平成１５年に改正になりまして、その

中で直営でやるものと指定管理でやるものを、明確にしなければならないということがござい

ました。直営と言うのは、全ての権限を町がやるのが直営でございます。その直営方式を代行

してやってもらうのが、指定管理制度でございます。業務委託と言うのは、その部分の運営だ

けをやっていただき、管理部門はしませんとか、許認可行為は、業務委託には基本的には付い

てまいりませんので、そういう部分において、それぞれ扱いが違うということでのご理解をい

ただければと思います。また、特異的には、レストハウスが賃貸方式で運営をされてございま

す。当時、いろんな経緯があったようでございまして、地域の関係の方々が出資をして運営会

社をつくられて、それに対して、町の方で協調する形で建物を建て、そして貸付を行ったとい

う経過があるようでございます。これらは、それぞれの手法がある訳でございますけれども、

最も効率的で効果的な運営がされ、住民参加サービスの向上につながっていくというのが目的

でございます。そういう中で全体のあり方も含めて、今後、いろいろと適切に検討していかな

くてはならばないとも考えているところでありますが、当面、指定管理の部分については、契

約行為によって進めさせていただいておりますので、その契約の範ちゅうの中で、しっかりと

お互いの役割を認識しながら、進めていければと考えている次第でございます。また、先ほど

の執行方針の中にもありましたように、改めて公共施設の部分で、キャンプ場だとか、ゲート

ボール場だとか、直営でやっている部分もございますし、また、公社でやっていただいている

部分がありますので、これらについては、改めて今年度中にしっかりとした方向性を出してい

きたいということで、見直しをしていくことにいたしておりますので、これらについても、ご

理解をいただければと思う次第でございます。 

 以上申し上げまして、１回目の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） 

 これから先は、一問一答でお願いしたいと思います。 

 第５次の総合計画について、これは町長が選挙立候補、さらには昨年の６月の当選後の執行

方針、そして、町長当選後の本格的な予算編成となった２４年度の執行方針においても、町政

推進と地域活性化に取り組む時の一番重要な計画として、町長自身が位置付けているのかどう

か、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） 

 この第５次清里町総合計画につきましては、審議委員会の経過を経て、基本的な方向が確認

をされているものでございます。当然、町の行政のそれぞれの施策を執行するにあたっては、

この総合計画に沿った中で進めていくのが、まちづくりの方向性だと認識をいたしております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 そうであるならば、町長、副町長、それから管理職含めて、この計画の内容について十分理

解した上で、事業の執行、予算への反映を行っていると理解してもいいですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的には全ての項目、一気にできていないところもありますし、１０年計画でありますか

ら、後期の部分も含めての計画となっておりますので、全てその中に網羅された予算組みにな

っているかと言われると、これはいろんな施策の打ち方がありますので、そうではありません

けれども、基本的にはこの総合計画に基づく考え方に沿って、予算措置をすべきものはしてき

ていると理解をいたしております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私、先週、総務課長にお願いをして、第４次の総合計画書をいただきました。それで何日間
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か勉強をさせていただきまして、第５次総合計画と比較して、第５次総合計画は第４次総合計

画とは、かなり計画の視点や考え方が異なっていると、私自身は受け止めたんですが、町長自

身が具体的に第５次総合計画の一番重要な部分は、どこにあると考えておられますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本件については、いろんな捉え方があると思っておりますけれども、まちづくりの主体の取

り組み、これが今回の大きな視点になってくるんだろうと思っております。つまり、多様な主

体による協働でのまちづくりの取り組みということになってこようかと思います。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私自身が一番の特色として捉えたのは、まず１点目は、前の計画では産業・福祉の分野。分

野別計画って言うんですか、その後に住民協働を掲げていたと思います。今回の計画では、ま

ず冒頭に、協働と共生で築く自立のまちを推し出したこと。加えてその中で、より具体的に新

しい公共の創出や行政運営、財政運営、さらには広域行政等の推進を掲げたこと。２点目は、

計画推進の基本姿勢という章を、基本構想の中に新たに設けたこと。計画推進の考え方、計画

推進の体制、計画推進の管理の具体的方法を提示していること。この２点に尽きるのではない

のかと私自身も考えております。しかも、計画の推進管理については、継続的に町民意見の反

映を行える場を設けるとしているところではないかと思いますが、町長をはじめ職員は、十分

に総合計画の内容そのものを理解して、仕事にあたっているのでしょうか。形式的に総合計画、

総合計画と言っているだけで、絵に描いた餅にしているところはないですかという考えなんで

すが、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） 

 基本的にはこの第５次総合計画、今、お話をいただきましたように、従来は協働、共生、住

民参加の部分は一番最後の末章にありました。これを初めて一番最初に持ってきたというのは、

今回の大きな構成の違いであります。どうしてこういうふうにしたかと言うと、今まで第４次

総合計画の中にも、住民と行政とのパートナーシップ事業が重点施策としてありましたが、た

った１枚であります。４次計画を見ていただければ分かると思いますが、花と緑と交流のまち

づくりの事業計画というのは、たった１枚なんです。何も書いていないんです。中身は。書い

ていないんですが、それをきちっと実現をし、その１０年間をさらに次の時代につないできた

計画なんです。これで、我が町が協働と共生に目覚めたんです。それを全面に出す計画として
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今回、一番頭に持ってきたというのが事実であります。職員は当然、一緒になってやってきて

おります。理解をしているものと、私は認識をいたしております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の町長のお話の中で、理解をしているということでありますが、理解されているのである

ならば、具体的にお伺いしたいんですが、前段で質問したとおり、行財政改革大綱の策定にあ

たり、町民の皆さんに対して第５次総合計画のとりわけ、基本計画の第１章、これは第５次総

合計画の３２ページです。この資料を渡した上で、十分に説明を行いましたか。その辺をちょ

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） 

 基本計画につきましては、総合計画の第３編ということで整理がされております。今、お話

をいただきましたように、３１ページから４８ページまでにわたって、それぞれの分野別の考

え方と推進の方策が示されております。これを職員に対しては、その策定にあたって、その中

の事務方として一緒に作業をさせていただいておりますから、そういう中で、基本的にはもう

きっちりと理解をし、そして、事業展開を図っていると、認識をいたしているところでござい

ます。全体といたしまして、細かい所まで１字１句ということではありませんが、全体の理念

としては理解していると捉えていただければありがたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 普通、私でなくても誰が見ても、今回、町が策定した行財政改革大綱よりも第５次の総合計

画の第１章の内容の方が、本来的に行財政改革大綱と思えるような、同じようなことがグラン

ドデザインの中においても起こっているのではないかと思います。グランドデザインは、職員

と委託事業者によって策定されたものでないかなと思いますが、これも先週、総務課長に前の

グランドデザインをもらいまして、内容を見せてもらいました。先の常任委員会にも提出され

ました。しかし、この原案っていうのが、全く内容的には作る必要性があるのっていうぐらい、

疑うほどの内容が無いものと私は受けたんですが、町長自身、このグランドデザインの必要性

が、それで十分という認識だったんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 このグランドデザインの策定については、今、お話をいただきましたように、職員が総合計

画の全体的な構想の内容を、業者に委託をしながら、視覚的に捉えられるものとして策定をい

たしたものでありますから、第５次総合計画の中をいじるとか、そういう話では全くありませ

ん。要は第５次総合計画を視覚的に分かりやすく表現をしたのが、グランドデザインでありま

す。ですから、本来であれば、この第５次総合計画と一緒にスタートして作って、そして、町

民説明内容として持っていくのが一番分かりやすいのでありますが、どうしても、第５次総合

計画を先に進めておかないと、そこら辺が整理されないということで、１年遅れての策定であ

ります。今後、このグランドデザインを持って、いろんな集会や懇談会等に活用する。従来、

一番最初にそれの概要版の本当に２、３枚のやつを作って、全町民に配布をさせていただきま

したが、それでは枠だけしか見えませんので、どんなまちづくりになっていくかが見えなかっ

たと思いますので、このグランドデザインを使いながら、今後はいろんな集会、懇談会に活用

をしていきながら、周知を図っていければと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 いろいろと考えるところもあると思いますが、もう一度、町長をはじめ職員全員が、第５次

総合計画の内容。この内容が一番大事でありまして、そこを受け止めて、真剣に地域振興に汗

を流していただくことを期待して、次の質問に移らせていただきます。 

 先ほど前中議員の方からも、庭園のまちづくりということで議題がありましたけども、私も

庭園のまちづくり構想と住民協働の考え方について、お聞きしたいと思います。プロジェクト

チームを役場内に作って、計画を作り、事業を推進するということですが、先ほども質問をし

たのですが、この事業の主役は町長、役場職員で、町民はどのように事業の企画に関っている

のか。私が見ている範囲では、どちらかと言うと、職員すら笛吹けど踊り踊らずで、あまり真

剣に取り組んでいるようにも見えないのですが、全体計画として町長はどのような考えでいる

のか、その辺ちょっと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、前段のお話でありますけれども、先ほどの総合計画の関係、ご指摘をいただきました。

職員に対しても、しっかりとその内容を把握、理解をいただく中で、全体として一丸となった

まちづくりを進めていくように、今後とも努力をしてまいりたいと思います。 

 それから、ただ今ご質問をいただきました、庭園のまちづくりに対するプロジェクトチーム、

それと主体性の関係でございます。構想の段階は、基本的には第５次総合計画全体を網羅しな

がら、それをイメージ化していく作業でありますから、第５次総合計画と、これから進めてい
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く部分を合わせながらの、構想計画作りをしていきたい。これは職員の方でやっていきたいと

思います。それをさらに、実際には作業として、現地対応が当然ながら出てまいりますので、

これらについては、一丸となって職員共々、地域に説明をしながら行い、そして具体的な作業

をどうしていくかというのは、地域の人方と相談をしながらやっていきたいと思っております。

私が今思っているのは、上斜里から札弦まで、とりあえずはその発想を今持っていますが、札

弦から緑へつないでいこうという気持ちを持っております。それで、これは一つだけではあり

ません。たまたま、代表として話しているのが、上斜里のコスモスロードから市街地のフラワ

ー、そしてレストハウス、焼酎工場を経て札弦パパスランドへつなぐ。入り込みを狙うソフト

事業を合わせて展開をしていくということでありますから、そこの部分をしっかりとやってい

きたいと思いますし、当然、田園景観、そして斜里岳をという、この大きな清里の特性を活か

していくということですから、全ての部門につながっているんだということの中で、全体の構

想として捉えていきたいと思っておりますし、そのように進めていかなければならないと認識

をしている次第でございます。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 このままいきますと、私が思うところでは、町長のアイディアを職員が計画や事業として練

り上げ、それに町民が参加すると。住民協働や共生からは、ちょっと反対のやり方になってい

るのではないかと、私は思います。悪く言えば、行政からの押しつけになっているのではない

かと。企画や計画の最初の段階から住民参加が行われて、初めて住民協働と言えるのであって、

基本的にそこら辺の認識が欠けていないか。町長の受け止め方を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） 

 いろんな捉え方がありますから、一概になかなかすんなりと落ちてこないのかなと思います

が、基本的には第５次総合計画の中でありますから、この構想については、もうすでに練り上

がってきているものを、可視化、イメージ化をして、清里のステップアップを図っていくとい

う表現であります。全く違うものを作り上げるという計画ではありません。私の執行方針の中

を見てもらっても分かりますように、第５次総合計画の全体の部分を可視化しながら、イメー

ジとして庭園の町という、そういうイメージを清里の町に作り上げていくという計画でありま

すので、全体のそのイメージとしての第５次総合計画がある訳ですから、それをより具体的に

進めていく段階では、当然、現地の方々と、また一緒に作業をしていく方々と、中身をどうい

う視点で、どうやっていくかというのは、相談をさせていただきたいと思っておりますけれど

も、外枠はそういうイメージで持っていきたいということでありますので、そこの捉え方を、

それぞれいろんな考え方がありますから、ちょっと私とは違う所があるのかなと思っておりま
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すけれども、決して住民を避けておいて、その作業を全てやって、こう決めたから全部やれと

いうようなイメージではありませんので、やる段階ではどういう姿でどうやっていくかという

のは、当然、これは協働の中で一緒になってやっていかなければならないと理解しております

ので、その点、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、町長の方から、イメージ的に段階を踏んでやっていくんだという話でございますけども、

今の現状の清里町の状況を考えた時に、本当にそのイメージ的なものだけで良いのだろうかと。

もっと優先すべき事項があるんではないかと、私は認識しております。その辺を踏まえた上で、

町長もしっかりと肝に銘じて、進めていただきたいと思いまして、次の質問に移りたいと思い

ます。 

 最後になりますけども、具体的に指定管理のあり方について、質問させていただきます。指

定管理というのは、民間の優れた経営能力を活かして、地域活性化や雇用などに結び付けるた

めに、広く公募などの方法により事業者を募集し、厳正な審査を行い、指定管理を選定して、

決定した後は指定業者の責任により施設を運営管理すると、このように理解していいですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 指定管理制度の関係でございます。基本的に今の方向性で良いのかなと感じているところで

ございます。具体的には指定管理者制度と別に、いろんな内容のものがございまして、基本的

には先ほども言いましたように、行政に代わって代行してもらう。行政が本来、認可をしなけ

れば、許認可行為までを含んだ部分が指定管理だということでございますので、そういう中で

の運営。それと、民間活力をその中に取り入れていくと。そういう制度になっているというこ

とでありますので、その点、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、池下議員の質問時間が、まだ１５分ある訳ですが、今、３時１５分でございますの

で、３時３５分まで休憩をかけたいと思います。 

                              休憩 午後３時１５分～ 

                              再開 午後３時３２分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、池下昇君の一般質問を続行いたします。 

 なお、持ち時間１５分ありますので、その中でよろしくお願いいたします。 

 池下昇君。 

 



 60

○２番（池下昇君） 

 先ほどに引き続いてなんですが、実は、あと一問というところで休憩になりましたので、最

後にさせていただきます。時間が１５分ということなんですが、今後の指定管理制度のあり方

や、運用、さらには募集、決定の過程、経費の考え方等について、もう一度、全般的に見直し

ていく必要があるのではないかと、私自身強く感じております。現在の指定管理のやり方とい

うのは、町と事業者の責任分担が曖昧なだけでなく、問題が起きれば、全く議会や監査の対応

もできないような形で進められているように思います。平成２４年度予算を見ても分かるとお

り、パパスランドの改修に、今年度だけでも５億円以上の予算が投じられます。この施設も新

年度のみ委託で行うが、基本的には町の考え方としては指定管理を想定していると、私は理解

しております。しかしながら、現在の指定管理の進め方を見ただけでも、様々な問題が生じて

いるのは実態であり、そうした問題を置き去りにして、多額の予算を執行して良いのか。問題

は、建物を建てることが重要なのではなく、後々の運営管理が問題であり、その負担は全て町

民の負担に跳ね返ってくるのだということを、厳しく議会としても自覚していくことが必要だ

と感じております。一般質問の主旨には沿いませんけども、今回の緑清荘の問題、さらには、

指定管理の選定や将来運営のあり方について、正式に常任委員会において、町当局や関係者の

出席も必要に応じながら求め、町民の皆さんに明らかになる形で、説明できるようにとり進め

られることを議長にお願いして、一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 答弁は良いですか。 

 

○２番（池下昇君） 

 良いです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、池下昇君の質問を終わりますが、質問の中で、指定管理事業者からの聞き取り以降

の質問についての答弁は、議長において議事録から削除いたしますので、ご報告申し上げます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 先に通告しておりました、商工業の現状と振興策について、町長にお尋ねをいたします。 

 昨年の統一選挙で多くの町民に期待され、誕生した櫛引町長であります。ぜひ、櫛引町長の

目指す、「みんなで創る明日のふるさと。町に活力と賑わいのあるまちづくり」のために、そ

の手腕を遺憾なく発揮していただきたいと思います。また、今年度は櫛引町政の重要施策、政

策予算のスタートの年でもあります。経済は今、ユーロ圏の信用不安や東日本大震災、原発事

故など、経済活動に深刻な影響をもたらしております。清里町も人口の減少、少子高齢化、さ

らには、震災後の自粛ムード等による購買力の低下は、地域経済そのものの衰退につながって

おります。その中でも商工業、特に商店街の厳しさは大変厳しい環境になっていると思います。
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町長は町政執行方針で、庭園のまちづくり構想を推進していくと掲げております。そのまちづ

くりの基本は、地域産業基盤が豊かで活力のある農業、林業、そして商工業でなければない。

これは誰しもが思っていることだと思います。 

 そこで、第１点目として商工会、中央商店街組合と連携しながらのプレミアム商品券、ある

いは空き店舗での新たな事業展開をする店舗出店等支援交付金事業、または住宅リフォーム促

進補助事業などの事業を展開されてきましたが、簡単にこれらの成果、そして、今後にどのよ

うに捉えて推し進めようとしているのか、簡潔にお伺いをいたします。 

 ２点目として、清里町における各商工業、各業種がおかれている現状について、どのように

把握をされているのか、お伺いをしたいと思います。商工会会員、商店街会員個々の事業者の

年齢は。また、後継者がいるのか。あるいは、この激動の数年間の売上高の推移はどのように

なっているのか。また、現在、営業を営んでいる店舗、工場、あるいはそれらの改修、または

器具の更新計画というものは、個々が持っておられるのかどうなのか。そしてまた、今後数年

間の事業の計画は、それぞれどのように思っているのか。さらには、商工会会員以外の事業所、

あるいはお店等もあると思いますが、何軒ぐらいあるのか。そして、同じようにそれらの事業

者の年齢、後継者、売上げ、店舗の改修計画、今後の事業計画など、どのように把握されてい

るのか、お伺いいたします。 

 ３点目として、それらの経営環境や動向から、商工業の中長期的な見通し、そして、どのよ

うな対策、対応、あるいは支援策が必要になってくるのか。 

 この３点について、町長の見解をお伺いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、ご質問がありました、商工業の振興についてお答えをしたいと思います。 

 ご質問の商工業の振興でありますが、背景といたしまして、国内経済は総人口の減少、そし

て少子高齢化の進展、また、社会構造の急激な変化や国際的な超円高基調、生産拠点の海外移

転に伴う空洞化、さらには東日本大震災の影響、そして、長期化する地域経済の低迷と、大変

に厳しく深刻な状況が続いているのは、ご指摘のとおりであります。また、こうした国内外の

厳しい状況下の中において、本町の商業関係につきましても、車社会の急速な進展や消費者ニ

ーズが多様化する中で、近隣の市や町への大型店の進出による消費購買力の流出、そして、人

口の減少や大震災後の自粛ムードの広がりによりまして、極めて厳しい深刻な環境下にあると

判断をいたしております。こうした長期化する地域経済の低迷の影響によりまして、平成１９

年度頃から飲食店、小売店を中心に、閉店するお店が相次いでおりまして、今年に入ってから

も、札弦地域で小売店が閉店するなど、既存商店街の衰退が著しく、活気と魅力のある商店街

を取り戻すことが、喫緊の課題となっていると認識をいたしております。 

 ご質問の１点目の関係でございます。本店舗出店等支援交付金事業の関係でありますが、本

件につきましては、地域の優れた資源を活用した新製品の開発、店舗の新築、空き店舗の活用

による新たな営業を開始し、それらに伴う雇用の創出などの取り組みを行う事業に対しまして、

限度額を３００万円で事業をスタートさせていただきました。地域経済の活性化及び地域振興
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に寄与することを目的とした事業でありまして、平成２３年度にスタートいたしております。

その年度中に３件の申込みがございました。３件ともに交付を決定させていただいたところで

ございます。ご承知のとおり、１事業者につきましては、昨年の１２月に空き店舗になってお

りました、旧かどや寿司店を改装し、新装オープンをいたしたところでございます。また、間

もなく旧富林の店舗におきましても、焼肉ラーメン店として新装開店の動きが出ておりまして、

空き店舗の活用が進められ、商店街の活力と賑わいが少しずつ高まっていくものと期待をいた

しているところでございます。また、３件目の関係につきましては、水元町の旧自動車整備工

場の関係でありますが、これにつきましても、間もなく営業を開始する運びとなっているとお

聞きをしております。こうした事業が、確実に地域経済の活性化と地域の振興のために寄与で

きればと、期待をいたしている次第でございます。 

 次に、２点目のご質問であります、商工会会員の経営環境について、現状をどのように把握

しているのか。それと中長期的な見通しについてでございます。 

 まず、現状についての把握について申し上げたいと思います。平成２４年３月現在の商工会

の会員数につきましては、１１４店舗とお聞きをいたしております。業種別では小売業が２９

店、飲食宿泊業が１７店、サービス業が３２店、建設業が１４店、製造業・林業などが２２店

でありまして、その内、一般的に小売店と称されている店舗につきましては、４６店舗とお聞

きをいたしております。また、小売店の地域別の分布の関係でありますが、清里市街地には３

８店、札弦が６店、みどりが２店となっております。次に、地域経済の現状でございます。基

本的には、商業統計及び月例の地域経済動向により、現状の把握に努めているところです。し

かし、商業統計調査につきましては、平成１９年の調査が最近の調査でありまして、直近の調

査といたしましては、この２月調査が基準日として今、実施されております。この集計の公表

は、さらに、国において平成２５年となっておりますので、調査結果としての商店の数、また

は小売業の数、また、従業員年間の売上額、１店あたりの販売額、これらについては、現時点

では平成１９年の資料しか持ち得ておりません。現在の商店数、商工会会員の部分で１１４店

となっておりまして、商工会に加入されていないお店もございますので、清里町全体では、概

ね１３０店舗ぐらいに実質的にはなるのかなと、推計をいたしている次第でございます。ただ、

商工会の調べによりますと、会員としての登録の基準からいくと、該当するというのは４４件

あるそうであります。これが未加入ということでありますから、この中には農業法人とかそう

いう部分も含まれておりますので、実質、小売だとか飲食だとかということになれば、半分以

下になるのかなと。先ほどの１３０店舗ぐらいになってくると理解をいたしてございます。 

 次に、地域の景況判断でございますが、町としては景況判断などの調査を行っておりません

が、金融機関が調査公表している管内企業の業績調査というのがございますので、それを参考

までに申し上げたいと思います。平成２３年３月における業績判断、ＤＩの数値となりますが、

このＤＩと言うのは、経済指数の景気の拡大を示す割合を示したものでありまして、景気が良

いか悪いかの判断は、このＤＩがプラスマイナスゼロがちょうど平均となっており、プラスに

なれば景気が良くなってくる、マイナスになれば悪くなってくると判断として、このＤＩの数

値を使っているそうであります。斜里地区においては、ウトロ地区を除いた斜里町、小清水町、

清里町の３つでありますが、３月におきましては、マイナス４３．６。これは、平成２３年３

月であります。６月はマイナス１７．９。９月はプラス５．１。１２月はマイナス５．１。そ

して、この平成２４年３月の見込みにおいてはマイナス２３．１となっております。こうした
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数値からも、本町における景気は、長引く景気の低迷と人口の減少、少子の率、さらには昨年

３月の東日本大震災の影響などにより、相当程度悪化していることは明らかでありまして、極

めて厳しい深刻な状態が続いているものと認識をしているところでございます。 

 次に、中長期的な見通しについてであります。総人口の減少、近隣の市や町への流出、イン

ターネットを通じたネット販売、さらには地域経済の低迷による影響と、今後も相当程度続き、

さらに拡大をしていくものと予測をいたしております。こうした社会構造や少子行動の変化は、

将来の商店街における商業環境も含め、市街地域商店街の影響にも、極めて大きな影を落とし

てくるものと認識をしている次第でございます。先ほどありました、商店街の現状における経

営者の年齢等の関係であります。これの関係につきましても、直近のものはございませんが、

平成２１年８月に商工会と中央商店街協同組合によりまして、清里町のまちづくりと商店街の

活性化に向けた、まちなか賑わい再生創生事業として、商工会会員及び一般住民を対象とした

アンケート調査の結果から申し上げたいと思います。まず、経営者の年齢でありますが、３年

前の数値になります。６０歳以上の方が５２．６パーセントという数字でありまして、経営者

の半数が６０歳以上を超えているということでございます。そして、その中で後継者がいる経

営者は３５．３パーセントであります。さらに子供、後継者がいても継ぐ意思が無い、さらに

継がせたくないという方々が６割を占めてございます。それから、このまま事業を継続するか

どうかについては、５０パーセントの方が継続をしたいと。但し、分からないと答えた方も４

４パーセントいるということであります。それから、商店街の問題として、経営者としては人

口の減、空き屋店舗の増加、大型店との競合、後継者の不足を大きな課題として捉えていると

のことであります。そして、商店街の将来性についても、アンケートがされております。努力

次第で良くなるとしたのが３８．９パーセント、今後とも見込みが薄いと判断されているのが

３３．２パーセントでありまして、努力次第で良くなると積極的に評価をされている経営者が、

見込みが薄いよりも多くなってございます。そして、最も心配される不安材料についてもアン

ケートがございます。市街、近隣市町への消費の流出が、大きな不安材料として答えておられ

ます。そういうようなことから、調査の結果といたしましては、経営者の多くは高齢化が進展

する中で、近隣市町村への大型店の出店による消費の流出に不安を感じて、将来を見据えた期

待は極めて低いと。今後の経営方針については、厳しい判断をされている現状が伺える内容に

なっております。先ほども申し上げましたように、具体的な数字として、個別の数字の売上げ

等については、一切把握はできませんので、商業統計等になりますが、平成１９年という古い

数字でございますので、今はそれ以降、かなり厳しくなりましたので、比較をしても大して意

味が無いかなということでございまして、誠に申し訳ありませんが、これらの関係については

説明を省かせていただきたいと思います。 

 １回目の答弁を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 １９年のデータで、今置かれている、特にこの商店街の環境の厳しさを踏まえた時に、どう

していくかという現状の中で、商工振興が計画をされていて、一番最初にお尋ねしましたが、
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今年度も商工振興事業に、環境整備から特認事業まで７事業の実施計画をされて、これらを商

工会、あるいは中央商店街の振興に充てようとしている訳ですが、これらの技術開発、サービ

ス開発、市場開発、地域活性化を並べて予算化していますが、これが商店街個々の経営の実態

の明るい展望、明日の展望、現在にプラスなる振興策につながっているのかどうなのか。この

辺について、町長がどのように認識をされているのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問でございます。基本的には商業環境の改善を図る。そして、活性化を図って

いきたいということで、町もいろんな事業の展開をさせていただきました。また、商工会にお

いても抜本的には、平成２０年に地元商店の購買力を高めるため、それまでのスタンプ事業を

ポイントカード事業に一元化をして、どのお店でもそのカードが使える制度として、新たに商

工会が事業を興しました。また、町と一体の中で、商店街の賑わいづくりのイルミネーション

の導入、またガーデニング、新商品の開発、各種イベントの開催、さらには経営指導事業の強

化ということを通じながら、足腰の強い商業環境の整備のため、そして、発展のために取り組

んできたところでございます。町もそれにいろんな部分でご支援を申し上げながら進めてきて

おりましたが、全体としてはそういうようなことでの事業でありますから、具体的な個々の商

店というのは業種がそれぞれに違います。違いますから、一律的にそのお金がいったから、全

ての業種に広くそれがいくのかということになると、なかなか対応としては難しいというのが

実態でございまして、業種が商工会の場合、建設業から林業から小売店から、いろんな業種に

分かれているので、なかなか同一の対応を取りにくいのが現実ではないかと考えておりまして、

今、議員の方からもありましたように、個々の部分にきっちりと入っているかとなると、なか

なか難しいところもあると認識しております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 町長の言わんとすることも分かるのですが、清里町商工振興事業という言葉で始まったこの

施策の７事業に対する助成の中で、一番最初の環境整備事業と言ったら花緑です。前任の議員

が一般質問でも先に述べられておりますが、花に５０パーセント助成しますよと。これが確か

にきれいだと寄ってくれるかも知れません。私は必要無いとは言いませんが、これを永遠に続

けていくために、可能なのかどうなのか。大変厳しくなっていく中で、本当に可能なのかどう

なのか。次にあるこの技術開発。ここに掲げられている事業は確かにいろんな業種があります。

ただ、中央商店街一つだけを見たとしても、この事業の中で花緑ぐらいか、あとの他の部分は

どこが地域振興に、商工事業の振興につながっていくのだろうか。本当に全体で、商工会の中、

小売業の中、地域全体の中で、もう少しお客さんが寄ってくれるための施策は、もうちょっと

方向を変える必要があるような気がする訳です。この辺についての捉え方、考え方について、
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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） 

 ご指摘の中で花緑の事業、商店街でガーデニングも含めて取り組んでもらった訳であります

が、これも、商店街の近代化事業によってセットバックをして、そこで空き店舗も出たり、空

きの土地が出たと。寂しさが出てきた部分に何とか賑わいを持たせようと、そこに花を植えて、

また、それを見てもらうお客さんを少しでも引きずり込もうと、極端に言えばそういう思いを

込めながら実施をしてきた事業でございます。本当に一生懸命に取り組んでいただきました。

そういう面において、いろんな部分で効果が発現されてきているんだろうとは思っております

が、これらの関係についても、決して前のめりになることなく、しっかりと商工会の会員の皆

さんとも連携を取りながら、進めていければと思っているところでございます。 

 また、基本的にはそれぞれの対応については、今までもいろんな対応をさせていただいてお

ります。例えば、先ほども言いました店舗の出店だとか、リフォームの事業だとか、商業振興

の中の事業でも様々な事業の実施をさせていただいておりますが、先ほど言ったように、どう

しても対処療法的な方法しか、今の段階ではなかなか出てこない。抜本的に全員が良くなる、

それを目指さなければならないと思っておりまして、基本的には恒久的な部分がしっかりでき

なければ、対処療法はその時その時の話でありますから、なかなか将来性につながっていかな

いと思っております。この恒久的な対策というのは、ここでいかに消費をしてもらうかという

ことでありまして、定住交流人口を増やすのが第一になると思いますし、地元の消費購買力を

町外に逃がさない方策が一番重要になってくる。これがメインの事業になるような気がいたし

ております。 

 但し、それらの事業は、なかなかそう簡単に対策が効果を表してくるということにはなりま

せん。その対策としても今進めております、定住移住対策の中でも、少しでも人がこれ以上減

らない。逆に増えてもらうような施策を併せて打っていこうとしておりますけれども、これも、

今年言ったから来年すぐにということにも、なかなかつながってこないということがあります

ので、どうしてもそれをしのぐ対処療法と併せて、それらの恒久対策もやっていかなければな

らないと考えているところでございまして、町としましても先ほど言いました、プレミアム商

品券を少し増量しながら、全体の購買力を、地元購買力を上げるような施策を中身として考え

ておりますし、また、町の単独事業として、交付金なり補助金という部分についても、ポイン

トカードでの交付。そうなれば地元で使っていただける。このようなことで少しでも町外流出

を食い止めるような対策を併せて商工会とも、また中央商店街とも相談をしながら、最も効果

が発現できるような形での対処療法についても考えていきたいと思っているところでもござい

ます。対策についても、何としても商業を取り戻すような環境に。現状は厳しい訳であります

が、それを支えていくのは消費者の立場でもございます。消費者の皆様には広く広報しながら、

地元での購買をお願いすると。こういう大きな運動も、町民を挙げて取り組んでいく必要があ

ると考えておりますので、この点についてもご理解を賜りたいと思います。 

 以上、答弁を終わります。 



 66

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 町長、言葉はすごくきれいなんです。でも、大変なことなんです。 

 方向をちょっと変えて質問したいと思います。確かにその空き店舗が大変で、この交付金事

業が始まりました。でも、町長も先ほど言いましたとおり、現状として、既存の経営をやって

いる人を本当は大事にしないとならないのではないですか。空き店舗に来てもらうことも大切

です。でも、今、既存としている経営者や店舗が無くなっていったら、後手後手で、繰り返し

繰り返し、やっていかなければならないんですよ。 

 先ほど私は質問の中でお尋ねしました。既存の経営者が今、店舗の増改築、あるいは変わっ

た手法をするための器具などの購入の計画は無いんですかと。それについてのお答えは無い訳

です。現状としてこういう物さえあればやりたいんだけどもという話は。例えば、空き店舗で

３００万もらうことで事業展開できる人は良いけども、俺は今、一生懸命やってるんだけど、

実はトントンなので、お客さんのために、サービスの向上のためにこうしたい。これを入れた

い。これを入れることによって、あるいはこの壁を直すことによってというような、要望につ

いてお伺いをし、そのデータはお持ちなんですか。 

 

○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ども、私も基本的には、今いる方が経営をきっちり継続してい

っていただきたいという気持ちは持っております。そうした中で、これからの経営のあり方だ

とかいろんな部分について、今現在の経営者の方が考えられていることと思います。これらに

ついても、具体的に個々のお店の対応というのは承知し得ておりませんが、これらについては、

商工会なり、または中央商店街ともいろいろ話をさせていただきながら、そういうところにま

でいくような施策を、今後、近々のうちに考えていきたいという思いでおりますので、それら

についても、今後所管の委員会とも、どういう手法が良いのかという部分も含めて、勉強させ

ていただければと考えている次第でございます。いろんなやり方があります。その中で今、中

小企業融資制度もありますが、この融資制度の枠をどうするかということも、一つの手法にな

ってくるのかなということも考えております。できる限り、今の現状を何とか打破して、クリ

アしていかなければならない。そうしなければ、本当にお店がどんどん減っていくということ

もあります。抜本対策は、やはり一番良いのは、地元で全て消費してもらうこと。こうなれば、

町がいちいち支援だ何だと言わなくても、その中での取引としての形での成果が出てまいりま

すが、そこにいくまでに、ややしばらく時間が必要かなと考えておりますので、そこを支える

施策を、対処療法にしかなりませんけれども、やっていきたいと考えておりますので、これら

についてもご理解いただきたいと思っております。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 早急にというお話ですのでよろしいのですが、基本的には施策ですから良いですけども、そ

ういうものは、町長が言われている、住み続けていて良かったと思える町のためには、すべき

ことの順番が違いませんか。もう一度、１から洗い直してみるという施策が必要でないかなと

思います。特に、商工振興の関係については、私は３００万円やれとか２００万円やれとかと

いう話ではないと思います。少なくても事業展開して一生懸命にやってくれている人で、例え

ばリフォームの関係があって、店舗をちょっと改装したいが５０万かかると。それなら今やっ

てくれている人には２分の１の助成で良いじゃないかと。でも、上限は幾らにするかは、町長

の手腕で決めていただければ良いことですけども、そういう形ででも、早急にそういう対策は

きちっと取るべきだと思います。 

 それともう一つは、この農商工の事業が始まって、今回の空き店舗の事業までの間に、これ

らの事業は使わないで、個人的に事業を展開した業種や人、事業所があると思うのですが、こ

の辺について、業種はともかくとして、どのぐらいの件数があるのか。それを把握をされてい

るのか。ちょっとお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の現状の関係でありますけれども、既存の商業に対して、いろんな部分での支援策を

検討されたら、ということでありますから、これらについては、そういうような方向で進めて

まいりたいと思います。 

 それから後段にありました、農商工振興の関係でありますけれども、この事業は、基本的に

は商工会に加入をしていただくという条件で、事業を進めております。ほとんどの方は、この

事業で該当する部分については、商工会または産業課の中で、該当できるものは該当させてき

たと理解をしておりますが、ただ１件だけ、この事業で該当になっていないのがございます。

これは、商工会にも現在も入られていないみたいですから、それから、町の方からも、商工会

の方からもですね、こういう制度がありますからどうですかという話をしたと認識をいたして

おります。その中で、どうしても使えなかったということで、お聞きをいたしておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 その辺の捉え方なんです。というのは、清里で事業を興して、一生懸命やっているというの

が、基本的には一番大切な、清里のまちづくりの原点なんですよ。確かに町の施策を使うには、
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商工会がありますので、加入してもらうというのは前提です。でも、入らなくても、一生懸命

努力をしてやっている業種が、私はこの農商工以外でも、事業を興したところはあると思いま

す。そこを聞いているんです。例えば、塾を始めただとか、修理業とか、いろんな形の中で事

業所を実際に興している。農工商とかそういうパターンじゃなくて、清里で営業を始めて、清

里の中で頑張ろうとしているところが、何件かあると思うんですが、その辺について何件ぐら

いあるのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず、ただ今の商工会に加入しないで新たな形で事業を興された方の関係でありますけれど

も、従来からずっと商工会に入らない方もおりますし、また、商工会から抜けられた方もいる

ようでございます。そういう方々で、先ほど言いましたけれども、商工会として加入する基準

は持っているという方々は４４件。ただ、この中には農業関係を営んで、法人を組んでいる方々

も入っておりますので、飲食だとか小売だとか、そういうようなお店を開いているという部分

でいけば、２０件前後なのかなと、この中では押さえているところでございます。 

 基本的には、いろんな事業は商工会を通じての振興策になってございます。と言いますのは、

それぞれの細かい事業は興しておりませんけれども、商業振興事業ということで、大きくつか

まえた事業を個々ではちょっとやりにくいので、個々の補助事業は出ませんので、やっぱり商

工会に一括補助をして、その中で、中身のピックアップをしながら運用していただくというや

り方もしておりますから、商工会なり、中央商店街に入られて、活用していただければありが

たいと思っております。個人補助となりますと、使い方とかいろんな部分で、整合性がうまく

取れないという問題がありますので、そういう部分も含めてできる限り、そういう組織化され

た中に入っていただく方が、全体の運用としてもスムーズに流れるだろうと理解をしておりま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 原則は確かにそうです。しかも、商工会という団体がある中では、それがベターだと思いま

すが、ただ、方向を変えて見ますと、例えば、リフォームの事業は個人に交付なんですよ。だ

から、清里でそういう事業をしている底辺の人達をきちっと助けていく、支えていくことが、

まちづくりの基本じゃないですかということなんです。例えば、その人がなぜ商工会に入らな

いのか。商工会に入ってメリットは無いのか。あるいはメリットがあることをお知らせしてい

ないのか。あるいは商工会に入ることによる負担が大きすぎるのか。そういういろんなことが

あるかと思いますが、ここではこの論議はちょっと置いておきまして、清里で実際に営業して

いる人達が、元気で将来もやってくれる。このことがまちづくりの商工業の基本だと思うんで

す。そういう人達が、改築をしたい。増築をしたい。あるいは農商工ぐらいからこの短期間の
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間に新しい事業を興してやっていただいた事業所等に関しては、私は少なくても固定資産の助

成だとか、次のステップで元気でやってもらう何かの支援策を考えていくべきだと思います。 

 私は、空き店舗を無くしていくことが駄目だと言っているのではありません。大切なことで

す。でも、そういう既存の商店や、一生懸命頑張っている個人業者などの既存のところをきち

っと守っていく努力をしていかないと、空き店舗ばかりになってしまう。負の話はあまりした

くないのですが、前回の委員会でお伺いしましたら、空き店舗の助成をして、その店舗が何か

の都合で辞めることになった。その後、その店舗で次の人がやる時には、また同じように助成

しますと。制度的には確かに合っているんです。だけど、そんなことを既存の一生懸命やって

いる人達から見たら、どういう印象になるんでしょうか。この辺の考え方や認識。本当に大変

だ、大変だと言ってやっています。その振興策の７事業に欠けているものは無いのか。技術開

発も、日々どうやってやろうかと思っているのに、技術開発どころではないです。市場開拓も、

清里で営業していて、今は逆に仕入れを安く買う方法はどうするんだという方が先です。こう

考えていったら、先ほども言いましたけども、この商工会への振興策というのが本当に商店街

や、あるいは商工業全体のバランスの中で、トータルとして振興施策になっているのか。今や

っている事業が駄目だと言っているのではありませんからね。この辺の捉え方について、町長

の見解を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） 

 ご質問の関係であります。新たな事業として、新しい商店を求めていくと。これも一つの活

性化方策であり、雇用を広げるという意味もあると思っておりますし、また、既存の方々の経

営をしっかりサポートしていくということも、当然のことだと理解をいたしております。たま

たま全体の事業の仕組みとして、商工会なり、そういう組織の部分での商工振興事業だとか、

経営指導事業だとか、そういう部分での支援も当然している訳でありまして、全体としてはそ

れが現在では多い訳であります。個々のそれぞれの支援対策も、先ほども言いましたように、

業種が違うだけに、いろんな対応の仕方が出てくると理解しておりますので、できれば商工会

の中に入っていただいて、全体の横の連携をその中で取っていただければ、非常にありがたい

と理解をしているところでございます。全体として、商工会に入っていない人はどうでも良い

という話ではありません。あくまでも、今言ったのは一般論の話でございまして、商工会に入

られていない部分においても、これから、いろんな部分で想定されるものが出てくるかと思っ

ておりますので、慎重に検討をさせていただきたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 商工会に入っていないとできないという表現ではなくて、だとしたら、行政として町を元気

にしていくための基本の中に、誰でもが商工会に加入して、その恩恵を受けられる努力、そう
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いうことを今まで取り組んできたんですか。あるいは、先ほど商工会に入っていたけども辞め

られた方もいると話がありましたが、それはなぜ辞められたのか。そういうものの検証をきち

っとされて、本当にこれから清里の町に住んで良かったと思える、今後も続けることができる

環境のための施策。商工会に入っていただければできます、できますと言いますが、入っても、

このぐらいの振興策なら何も恩恵は無いですよ、小売業なら。 

 基本的には商工業の問題だけではないと思います。町長が目指す、この町に住んでいて良か

ったと思える町。これは言い換えれば、住み続けることのできるまちづくりをしていかなけれ

ばならないということなんですよ。花と緑できれいな庭園のまちづくり構想。町長の先ほどの

答弁を聞いていますと、斜里と清里の境界から裏摩周の境界まで庭園ですよと。でも、その庭

園の素晴らしい自然環境の中に、住んでいる人がいなくて、交流人口だけならどうするんです

か。 

 それと私は、あえて一番最初に言いましたが、清里も人口減少、少子高齢化が本当に迫って

いる訳です。商店街のこの問題についても、高齢化が進むと、生活必需品を町内で調達できな

いという事態が起きる可能性もある訳です。行政として守っていく最低限の商工業はどうある

べきなのか。ましてや、今も大変な福祉、保険、上下水道などの特会。行政がやっていかなけ

ればならないところの負担増。これも大変なものがあります。高齢化になって、６５歳以上の

人口が４割を超えていく可能性が近い将来来ます。そんな中で、年金生活になった時に、住み

たいけどこの負担に耐えきれない。そんな町になっては大変なんです。それを踏まえた時に、

どこまでの負担でとどめるまちづくりをしていくのか。これが、第５次総合計画の大きな柱で

あるはずです。そのために、町長が言っている町民皆の協働。町民皆さんの協力をいただかな

いと、もうまちづくりはできないんですと、言葉を返したらこう言っているんです。もう一つ

裏を返したら、「行政はここまではしっかりとやります。ここまではやらなければならないこ

とですが、これ以上はできません。でも、共にまちづくりをしましょう。」これが、全ての業

種に問われていることだと思います。特に、商工業のこの問題というのは、私は一番先に大き

くなってくるような気がするんです。こういう中で、焼酎工場の質問、そして第５次の質問も

ありましたが、トータルとして、本当にこのまちづくりの基本的な考え方について、最後にお

伺いをします。言葉でなく気持ちでお答えをいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問でございます。気持ちとしては全く同じでございます。基本的にこの町に住

み続けていくためには、社会保障がしっかりしていなければなりません。医療もしっかりして

いなければなりません。また教育も、そして子育てもしっかりしていかなければなりません。

但し、そこには暮らしがある訳ですから、暮らしていけないと、そういうものが充実してこな

いということであります。暮らしをするということは、それなりの所得が上がらないと、生産

が上がらないと、住み続ける訳にはならない訳ですから、そういう中で、しっかりそこら辺に

ついても、支えながらいければと思っております。いろんな面でいきますと、どうしても行政

でありますから、行政として対応できるもの、また、民間でなければできないものとか、いろ
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んなものがありますし、当然、財政力がどうなっていくかということも、きっちりと踏まえて

いかなければなりません。そこら辺もしっかりと踏まえながら、今回の第５次総合計画の清里

町のあるべき姿と、そして、第４次行財政改革大綱に基づく健全財政の堅持とを、しっかりと

調和させながら、これからのまちづくりに望んでいきたいと考えている次第ですので、ご理解

を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 私の悪い癖で、すぐしゃべりたくなってしまうのですが、そういうことの意気込みは十分に

理解します。そんな中で、本当に庭園の町というのは、結果として皆が努力して、そこに住ん

でいる人が自主的に自発的にできて、初めてそれは成功するんだと思うんです。 

 どうぞ、もう一度１から真剣に、職員も議員も町民も、皆で考えられる、そういう場を設け

ながら、前に進んでいただきたいと思います。終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 気持ちとしては、先ほども言いました、全く同じような気持ちでございます。本当にこの町

が、本当に住んでいて良かったと実感のできる、そんなまちづくりを何としても進めていきた

い。そのためには、町民の皆さんと一緒に、気持ちも力も合わせて進めていける、そんな対応

と研究を重ねていきたい。また、所管の委員会ともいろんな面でご相談を申し上げていきたい

と思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、加藤健次君の質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、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。ご苦労様でした 

 

散会 午後４時２５分 
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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、２番 池下昇君、３

番 勝又武司君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第５号～議案第８号、議案第１０号、議案第１３号、議案第１６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ すでに上程されております、議案第５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁

償支給条例の一部を改正する条例から、議案第１６号 清里町介護保険条例の一部を改正する

条例まで、都合７件を一括審議します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 議案第５号 清里町議会議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５号 清里町議会議員の議員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。 

 本件に付きましては、特別職報酬等審議会において審議を賜り、報酬額の改正内容について

答申をいただきましたので、改正条例を提案するものでございます。 

 なお、清里町特別職報酬等審議会条例第２条では、町長は、議員等の報酬額及び町長、副町

長、教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとする時は、あらかじめ当該報酬等の

額について、審議会の意見を聞くものとされております。 

 それでは、改正内容につきましては、審議資料の５ページの新旧対照表でご説明いたします。

別表第１の表中、議長につきましては「２８万５千円」を「２８万円」に５千円の減額、副議

長は「２３万５千円」を「２３万円」に５千円の減額、常任委員長及び議会運営委員長は「２

１万８千円」を「２１万円」に８千円の減額、議員は「２０万円」を「１９万円」に１万円の

減額に、改正をするものでございます。 

 附則につきましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第６号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、提案

理由の説明を求めます。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６号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましても、特別職報酬等審議会の答申に基づき、改正条例を提案するものでござ

います。 

 今回の改正は、町長及び副町長の給料月額について改正を行うものであります。 

 それでは、改正内容につきましては、審議資料の６ページでご説明申し上げます。第３条の

町長の給料につきましては「７８万円」を「７３万円」に５万円の減額、副町長は「６３万円」

を「６０万５千円」に２万５千円減額する改定となっております。 

 附則につきましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 以上で、提案理由の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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第７号 清里町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例について、提案理由の説明を求めます。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７号 清里町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましても、特別職報酬等審議会の答申に基づき、改正条例を提案するものでござ

います。 

 今回の改正は、教育長の給料月額について改正を行うものであります。 

 それでは、改正内容につきましては、審議資料の７ページをご覧願います。第２条の教育長

の給料につきましては「５６万５千円」を「５４万円５千円」に２万円減額する改定でありま

す。 
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 附則につきましては、この条例の施行日を平成２４年４月１日と定めるものでございます。 

 以上で、提案理由の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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第８号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の

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８号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、審議資料の８ページをご覧いただきたいと思います。 

 本件につきましては、昨年９月の人事院勧告において、平成１８年度から２１年度まで４年

間にわたり、給与構造改革として昇給の１号俸抑制が行われてきましたが、経過措置の完了に

より、平成２４年４月おいて、３６歳未満の職員の給与均衡を図るため２号俸、３６歳以上４

２歳未満の職員については１号俸の回復措置が図られることになりましたので、条例附則第１

項として、条例の「施行期日」、第２項として「平成２４年４月１日における号俸の調整」を

加えるものでございます。 

 以上で、提案理由の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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第１０号 清里町税条例の一部を改正する条例について、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） 

 すで上程されております、議案第１０号 清里町税条例等の一部を改正する条例につきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。  

 今回の改正は、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一

部を改正する法律」及び「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のため
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の施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、個人住民税

並びに町たばこ税の一部を改正するものでございます。 

 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明いたしますので、審議資料の１１ペー

ジをお開きください。 

 第９５条中「４,６１８円」を「５,２６２円」に改め、附則第９条を削除し、第１６条の２第

１項中「２,１９０円」を「２,４９５円」に改めます。第２２条第１項につきましては「この条

において」を「この項において」に、次のアンダーラインで示している箇所につきましては、

地方税法の改正に伴い、字句を改めるものでございます。 

１２ページをお開きください。「当該特例損失金額」を「当該損失対象金額」に改め、平成２

４年度以後の年度分の次に「で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分」

を加え、「平成２３年」を「当該損失対象金額が生じた年」に改めるものでございます。第２

項を削り、第３項を第２項として、同項中「第１項前段」を「前項前段」に、「特例損失金額」

を「損失対象金額」に、「この条において」を「この項において」に、「平成２３年」を「当

該親族資産損失額が生じた年」に改め、第４項を削り、第５項を第３項とするものであります。 

１３ページの第２６条につきましては、東日本大震災からの復興を図ることを目的とした震災

復興基本法の定めに基づき、「平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人の町民税

に限り、均等割の税率は、第３１条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する額に５００円

を加算した額とする」とした、「個人の町民税の税率の特例等」の定めを加えるものでありま

す。 

 附則につきましては、施行期日、町民税に関する経過措置並びに町たばこ税に関する経過措

置を定めるものであります。 

 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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第１３号 清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 すでに上程されております、議案第１３号 清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、子供達の健全な育成と子育て世代の保護者の負担軽減を図るための制度の拡

充と、障害を持つ子供が身近な地域で支援を受けられるよう、障害種別等に分かれている障害

施設を一元化するための児童福祉法の一部改正に伴い、改正を行うものでございます。 

 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げますので、審議資料の１６ペ
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ージをお開き願います。 

 第２条第１号中、「満１２歳」を「満１５歳」に改め、第３条第２号中、「（知的障害児通

園施設に通所している者を除く。）」を削るものでございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものですが、但し書きにより、平成２４年３月３１

日以前に要した医療費については、従来のまま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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第１６号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例について、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） 

 すでに上程されております、議案第１６号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由をご説明申し上げます。 

 今回の条例改正は、第１号被保険者の介護保険料の改定をするものです。介護保険料の設定

につきましては、介護保険法の規定により、３年毎に介護保険事業計画に定める、高齢者人口・

要介護者等人数・介護サービス見込み量などに基づいて、設定する仕組みになっております。 

 この、介護保険事業計画の策定につきましては、保健福祉計画策定委員会において、昨年よ

りご審議賜り、今年１月に答申をいただきました。平成２４年度から平成２６年度までの３年

間の要介護者の増加、在宅介護サービス増加などを見込み、介護報酬の改定を踏まえ、介護保

険料の基礎となる一月当たりの基準額を４,４５５円と答申をいただきました。これを受けまし

て、１０円未満を切り捨て１２倍し、年額５３,４００円を基準の介護保険料率として、条例を

改正するものでございます。 

 審議資料の２０ページ、介護保険条例の一部を改正する条例、新旧対照表をご覧いただきた

いと思います。 

 今回の条例改正では、平成２４年度から２６年度までの３年間の保険料率を同額で規定し、

合わせて、低所得者対策として、第２条第３号、第４号の保険料率をそれぞれ分割し、所得段

階区分を７段階から９段階とするものです。第２条の改正は、保険料率の規定の期間を「平成

２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に、保険料率を第

１号及び第２号は「２６,７００円」に、第３号を「４０,０５０円」に、第４号を「５３,４０

０円」に、第５号を「６６,７５０円」に、第６号を「８０,１００円」に、第７号を「９３,４

５０円」に改正します。 

 附則の第１条は、施行期日を定めるものであり、第２条は、平成２３年度以前の年度におい

て、遡及して賦課する場合は、改正前の保険料率を適用することを規定します。第３条第１項
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は、条例第２条第３号のうち合計所得金額１２０万円以下の者の保険料率を３３,３７０円とし、

第２項は条例第２条第４号のうち合計所得金額８０万円以下の者の保険料率を４６,７２０円

とするものです。 

 以上で、清里町介護保険条例の一部を改正する条例の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。 

 

●日程第３  議案第３０号～議案第３６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ すでに上程されております、議案第３０号 平成２４年度清里町一般会計予算か

ら、議案第３６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、順次説明を求めます。 

 まず最初に、議案第３０号 平成２４年度清里町一般会計予算について。 

 予算説明がありますので、関係書類の確認を事務局長よりいたします。 

 

○議会事務局長（柏木繁延君） 

 予算事項別明細書と、予算書審議資料をご用意ください。それと、２４年度の要綱、条例等

の資料と、ことしの仕事をご用意ください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お手元にありますか。よろしいですか。 

 それでは、一般会計予算について。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３０号 平成２４年度清里町一般会計予算についてご説

明申し上げます。 

 まず、初めに各会計の予算総括について、ご説明申し上げますので、別冊の平成２４年度予

算審議資料の表紙を１枚お開きください。平成２４年度清里町会計別予算総括表からご説明申

し上げます。 

 一般会計から焼酎事業特別会計まで、都合７会計の予算総額は、６０億８,７１１万５千円と

なっており、前年度当初予算との比較では１０億１６９万５千円の増、対前年度比１１９．７

パーセントとなっております。 

 なお、会計別では、一般会計につきましては、昨年度は統一地方選挙に伴い、骨格予算とし

て編成していましたので、大幅な増となっております。介護保険並びに国民健康保険事業と後

期高齢者医療特別会計につきましては、保険給付の実績推計から、予算計上を行っております。

簡易水道事業につきましては、施設整備費の増が主たる要因となり、対前年度比１０３．５パ
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ーセント。農業集落排水事業特別会計は、起債償還額の減が主たる要因となり、対前年度比９

６．１パーセントの予算計上となっております。焼酎事業特別会計は、製造販売計画の見直し

により、対前年度比９５．８パーセントとなっております。 

 次に、一般会計につきまして、ご説明いたしますので、別冊の予算説明書の５ページをお開

きください。平成２４年度清里町一般会計予算の本文について、ご説明申し上げます。 

 予算の総額は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ４６億２,４７０万円と定め

るものでございます。 

 第１条第２項の第１表歳入歳出予算につきましては、後ほど審議資料と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条の地方債についても、後ほどご説明いたします。 

 第４条の一時借入金につきましては、地方自治法の規定により、最高額を５億円と定めるも

のでございます。 

 それでは、予算書を４枚お開きいただきたいと思います。債務負担行為につきましては、第

２表のとおり、移住生活支援交付金事業及び定住生活支援交付金事業について、期間、限度額

を記載のとおり定めるものでございます。 

 次の１４ページの、第３表の地方債につきましては、起債の目的及び限度額等を定めるもの

であり、起債の件数は、臨時財政対策債以下１５件、総額６億１,９１０万円となります。 

 次に、審議資料によりご説明いたしますので、別冊の審議資料の１ページをお開きください。

歳入の款別予算額調について、増減の主な要因を含め、ご説明いたします。 

 １款町税につきましては、町民税は横ばい状態が予想されますが、固定資産税については、

評価替えにより減少が見込まれ、全体としては、前年度当初より４３０万円減の４億１３０万

１千円を計上いたしております。 

 ２款地方譲与税から、７款自動車取得税交付金までにつきましては、地方財政計画及び景気

の落ち込みの影響、自動車重量税の見直しによる減収など、財源影響を勘案し、それぞれ計上

いたしております。 

 ８款地方特例交付金は、子ども手当の制度改正により減額になりますが、税制改正の減収補

填として、３００万円を予算計上いたしております。 

 ９款地方交付税につきましては、基本財源となる国税５税の減収が見込まれますが、新たに

地域経済基盤強化・雇用等対策費として、別枠で創設され、国の予算総額では、前年度対比０．

５パーセント増が確保されております。当町においては、対前年度比１億２,５００万円増の、

２２億２千万円の計上となっております。 

 １０款交通安全対策 特別交付金につきましては、前年度実績推計による計上となっておりま

す。 

 １１款分担金及び負担金につきましては、対前年度比１,２１５万５千円の増は、道営農地整

備事業に伴う受益者負担金及び保育料負担金の増によるもので、３,８２４万３千円の予算計上

となっております。 

 １２款使用料及び手数料につきましては、主に町営住宅使用料の増により、対前年度比２６

０万１千円増の１億９５８万４千円となっております。 

 １３款国庫支出金につきましては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金及び社会資本整

備交付金などにより、対前年度比２億１,３８３万３千円増の３億６,３５６万円の予算計上とな
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っております。 

 １４款道支出金につきましては、地域づくり総合交付金などにより、対前年度比２,５３１万

６千円増の１億１,１８３万６千円の予算計上となっております。 

 １５款財産収入につきましては、対前年度比４０１万２千円の増となっております。 

 １６款繰入金につきましては、農山漁村活性化プロジェクト事業及びパパスランド改修事業

などによる基金繰入を、対前年度比９,７５４万４千円増の１億４１５万４千円の予算計上とな

っております。 

 １７款繰越金は、前年度同額となっております。 

 １８款諸収入の４億４,１５５万円につきましては、その内３億３,８４９万４千円が介護報酬

収入となっております。 

 なお、パパスランド売上収入については、３千４２０万円、給食費負担金は、２,１３５万７

千円を計上いたしております。 

 １９款町債につきましては、対前年度比４億５,７４０万円増の６億１,９１０万円の当初計上

となっております。 

 次に歳出の款別予算額調について、ご説明申し上げますので、２ページをお開きください。 

 歳出におきましては、第５次総合計画の着実な推進を基本とし、住民協働と共生、共創を基

本とした 新たな公共の担い手や、地域力の推進、第４次行財政改革の推進による健全財政の堅

持、新たな国の施策動向への的確な対応や、地域社会・経済状況・雇用環境に応じた取り組み、

未来を担う子供達の健全育成と、教育力の向上を中心とした予算編成をいたしております。 

 ２ページの歳出の概要につきましては、款別に主な増減の内容を含め、ご説明申し上げます。 

 １款議会費につきましては、議員共済会負担金の減及び議員報酬の改定により、前年度と比

較して、５５１万３千円減となっております。 

 ２款総務費につきましては、地上デジタル共聴施設整備事業及び情報通信基盤機器更新事業

などにより、対前年度比１,３３４万円増の予算となっております。 

 ３款民生費につきましては、障害者自立支援費が増額になりますが、子ども手当は制度改正

による大幅な減額になり、対前年度比８７２万９千円減となっております。 

 ４款衛生費につきましては、救急医療体制づくり事業及び後期高齢者医療負担金の増、保健

福祉総合センター管理事業などにより、対前年度比１,３１５万２千円増の予算計上となってお

ります。 

 ５款農林水産業費につきましては、農山漁村活性化支援プロジェクト交付金事業や、道営整

備事業などにより、対前年度比６億１,７２５万４千円の大幅増の予算計上となっております。 

 ６款商工費につきましては、パパスランド改修事業及びパパスランド管理運営業務委託によ

り、対前年度比１億３,１４５万３千円増の予算計上となっております。 

 ７款土木費につきましては、道路新設改良事業及び公営住宅建設事業により、対前年度比 1

億６,１８７万８千円増の予算となっております。 

 ８款消防費につきましては、分署負担金に係る人件費の増により、対前年度比８６２万３千

円増となっております。 

 ９款教育費につきましては、光岳小学校既存校舎改修事業及び教育振興備品更新事業などに

より、対前年度比５,９４５万６千円増の予算となっております。 

 １０款公債費につきましては、地方債の元金及び利子の減により、対前年度比３,２２１万４
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千円減となっております。 

 １１款予備費につきましては、前年度同額となっております。 

 続いて、３ページをご覧ください。３ページにつきましては、町税予算額の比較表となって

おり、それぞれ税目別に、当初予算と収入見込額との比較を記載いたしております。 

 表の区分欄、中ほどの列の比較をご覧ください。全体額では、先ほどご説明したとおり、昨

年度当初予算比較において、４３０万円の減、率にして９８．９パーセントとなっております。

町民税は、５０万円の増で１００．３パーセント、固定資産税は、３４０万円の減で９８．０

パーセント、軽自動車税は、４０万円の増で１０４．５パーセント、町たばこ税は、２００万

円の減で９２．９パーセント、入湯税は、２０万円増で１１８．２パーセントとなっておりま

す。 

 ４ページは、現年度分の個人町民税及び法人町民税の推計となっており、個人町民税におい

ては、収納率９７．０パーセントで計上し、右から３番目の欄、当初予算額は１億８,１４０万

円、うち給与が１億１,７５５万８千円、農業が４,６０５万７千円、営業が３９８万６千円など

となっております。また、下の表の法人町民税においては、収納率１００パーセントで計上し

ており、当初予算計上額は１,３２０万円と、前年度対比８０万円の減となっております。 

 ５ページは、現年分固定資産税の推計であり、比較欄をご覧ください。土地及び家屋につい

ては、評価替え等により減額になっておりますが、国有資産等所在地市町村交付金は５００万

円で、前年度同額の計上となっております。 

 次に６ページで、款別性質別予算の概要について、ご説明申し上げます。 

 人件費につきましては、議員報酬及び特別職、一般職の給与の減額改定、定年及び都合退職

４名と、新規採用３名の人件費の差額などにより、全体では対前年度比９７．１パーセントと

なっております。 

 物件費につきましては、対前年度比１０６．０パーセントとなっていますが、後ほど内容の

ご説明を申し上げます。 

 維持補修費につきましては、１８１．０パーセントとなっておりますが、衛生費の保健福祉

総合センター修繕と、教育費の学校施設関係補修費の増が要因となっております。 

 扶助費につきましては、福祉・医療・教育に係る扶助措置で、２億６８７万６千円、対前年

度比９６．９パーセント、民生費における子ども手当の制度改正よる減が要因となっておりま

す。 

 補助費等につきましては、４億８,７６０万６千円となり、対前年度比１３６．０パーセント

となっておりますが、昨年度は骨格予算編成に伴い、団体補助及び政策的な事業補助が補正予

算対応によるものです。 

 普通建設事業費につきましては、９億７,１５２万７千円、対前年度比６３７．５パーセント

と大幅な増となっていますが、款別予算額調でご説明しました、活性化支援プロジェクト交付

金事業、パパスランド改修事業及び道路新設改良事業、公営住宅建設事業によるものでありま

す。 

 公債費につきましては、対前年度比９６．６パーセントで、９億２,７６０万６千円となって

おります。 

 積立金につきましては、介護報酬のオーバーフロー及び利子の積立を計上した結果、対前年

比９０．１パーセントの４,２９０万５千円となっております。 
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 投資及び出資金と貸付金は皆減となります。 

 繰出金につきましては、特別会計への繰出金となっており、対前年度比９９．６パーセント

となっております。 

 予備費については、説明を省略いたします。 

 ７ページの、款別の物件費の内訳についてご説明いたします。平成２３年度との比較により、

区分ごとの概要についてご説明いたします。 

 賃金につきましては、清里小学校臨時教員雇用及び保育所未満児対応保育士雇用などの要因

により、対前年度比１１５．２パーセントとなっております。 

 旅費につきましては、１２０．４パーセント、次の交際費につきましても、１０７．８パー

セントの増となっております。 

 需用費につきましては、合計２億１,１２万８千円、対前年度比１０３．５パーセントの増と

なっていますが、全体的な経費は前年並みですが、燃油価格の上昇によるものです。 

 役務費につきましては、対前年度比９９．２パーセントとなっております。 

 委託料につきましては、施設の運営管理業務や清掃、警備、環境保全及び調査測量等の事務

事業、電算や情報通信機器の保守運用に係る通常経費に、本年度は新たにパパスランド管理運

営業務を加え、合計６億７,６３９万６千円、対前年度比１０５．２パーセントとなっておりま

す。 

 使用料及び賃借料は、対前年度比１０４．４パーセントとなっており、ほぼ同額となってお

ります。 

 備品購入費につきましては、教育費の小中学校パソコン更新により、対前年度比１２５．３

パーセントとなっております。 

 続いて、８ページをご覧ください。 

 それでは、平成２４年度一般会計予算主要施策調べについてご説明いたします。なお、各事

業の財源内訳につきましては、国庫支出金から一般財源まで、資料に全て記載しておりますの

で、特異的なもの以外は説明を省略いたします。 

 総務費より、ご説明申し上げます。 

 財産管理費・減債基金積立事業につきましては、減債基金に、４,２２８万８千円の積立を行

うものであり、財源のその他につきましては記載のとおり、介護報酬収入を運営委託料に充当

した残額の積立となっております。 

 自治振興費のまちづくり地域活動推進事業交付金は、総合計画及び自立のまちづくりの重点

事業として、住民協働による地域自治活動を支援するため、運営交付金と事業交付金を合わせ、

１,４５０万円を計上いたしております。札弦・神威地区地上デジタル放送無線共聴施設整備に

つきましては、昨年の地上デジタル放送移行に伴い、新たな難視聴地域に指定された、札弦・

神威地区の難視聴の解消を図るため、無線共聴施設の整備をするものであり、２,５０１万２千

円の予算を計上いたしてまいります。 

 防災対策費・北海道行政総合ネットワークにつきましては、平成９年度から北海道との間で、

衛星回線による防災情報無線を活用してきましたが、この度、防災情報システムを更新するた

め、改修に係る負担金として２４３万円の計上となっております。 

 行政情報システム管理費・情報通信基盤機器更新につきましては、平成１５年度に地域イン

トラ整備事業によって導入しておりますが、導入後９年を経過しており、すでにメーカーの保
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守期間が終了し、重大な障害が発生した場合、対応できない状況にあるため、情報通信機器の

更新を行うものであり、１,３６７万５千円の計上となっております。 

 開発促進費・移住定住促進事業につきましては、清里町内に移住・定住して、住宅を取得す

る方に支援を行うためであり、事業費２７５万円の計上となっております。 

 花と緑と交流のまちづくり事業につきましては、１２年目を迎えますが、第５次総合計画に

おきましても、町民の皆さんと町とのパートナーシップにより、まちづくり重点事業として推

進してまいります。予算につきましては、２,６３５万１千円となっており、花と緑の環境づく

り事業に８８９万９千円、交流事業に１,７４５万２千円の計上となっております。 

 民生費・社会福祉総務費・社会福祉協議会補助につきましては、清里町社会福祉補助金交付

要綱の規定により、事務局書記１名分の人件費１７５万９千円を補助いたします。難病者等通

院交通費助成につきましては、障害者及び特定疾患者の通院・通所に対し、要綱に基づき交通

費の補助を行うものであり、事業費は２５０万円となっております。１０ページをお開きくだ

さい。 

 障害者自立支援費・障害者自立支援事業につきましては、平成１８年度からスタートしてお

りますが、２４年度は１億８８４万８千円を計上し、自立支援給付費の負担及び扶助を行って

まいります。なお、事業費の負担割合は、本人１割負担を原則とし、国２分の１、道４分の１、

町４分の１となっていますので、記載の所要の財源を計上いたしております。 

 福祉サービス事業費・福祉サービス事業につきましては、介護保険や障害者自立支援のサー

ビスを受けることが出来ない方に対して、ホームヘルプサービス事業以下、町単独の各種サー

ビスを提供するものであり、５８９万７千円を予算計上いたします。 

 老人福祉費・老人保健施設きよさと運営委託事業につきましては、施設と在宅介護サービス

に要する経費として、社会福祉法人への指定管理委託経費２億９,３３２万５千円を計上いたし

ております。 

 児童福祉費・子育て支援保育料補助事業につきましては、第２子以降の保育所児・幼稚園児

の保育料の２分の１を補助する経費として、６９５万９千円の予算計上となっております。子

どものための手当支給事業につきましては、今後も制度改正が予定されておりますが、所要額 

６,３６３万円の計上となっております。 

 衛生費・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、斜網地域の救急医療体

制の整備及びドクターヘリ事業に要する経費として、２７１万２千円を計上いたします。 

 予防費の各種検診事業につきましては、疾病予防対策として、特定健康診査と各種検診に要

する経費として、１,０９６万８千円を計上いたします。 

 １２ページをお開き願います。予防接種事業につきましては、予防接種法に基づく乳幼児を

対象とした各種接種に加え、幼児から高校生まで対象としたインフルエンザ予防接種、子宮頚

がん、ヒブ、小児用肺炎球菌予防接種の町費全額負担、高齢者を対象としたインフルエンザ及

び肺炎球菌予防接種の助成などの所要経費として、１,２９７万３千円を予算計上いたしており

ます。 

 また、母子保健事業につきましては、乳幼児健診と保健指導、母親学級等を行ってまいりま

すが、妊婦健診の全額公費負担を含め、予算額は５３２万９千円となっております。 

 各種医療対策費・乳幼児等医療扶助事業におきましては、町単独事業として対象を拡大し、

中学校卒業までの入・通院医療費を全額扶助をすることとし、１,５６５万円を予算計上いたし
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ます。 

 なお、予防対策事業及び健康づくり事業については、審議資料の２７ページと２８ページに

全体的な取り組み概要を載せておりますので、ご参照ください。 

 保健福祉総合センター費・保健福祉総合センター運営管理事業につきましては、３施設全般

の運営経費として、３,６１４万７千円の予算計上となっております。 

 清掃事業費・ごみ処理業務委託事業につきましては、収集業務及び処理業務の委託経費とし

て、２４年度の予算額は４,６８０万７千円を予算計上いたしております。 

 農林水産業費・農業振興費・農業経営基盤強化資金利子補助は、制度要綱に基づく利子補助

を行うものであり、４２４万３千円を計上するものでございます。 

 畜産業費・町営牧場整備事業につきましては、江南牧場の草地維持のための草地改良、追肥、

さらには施設修繕に要する事業費として、４５８万円を計上いたします。 

 農地開発事業費・国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理事業については、管理経費の負担

であり、１,２２７万５千円を計上いたしております。 

 道営整備事業費・道営農地整備事業費につきましては、安定的な農業生産を継続するため、

新規事業として農地等を整備するため事業費負担であり、２,４６９万５千円の計上となってお

ります。また、１４ページの農道保全対策事業分として、４７８万２千円予算計上を行ってお

ります。 

 農山漁村活性化対策費・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

パパスに農林水産直売・食材提供供給施設及び農道整備を行うため、５億５,９３５万円の予算

計上をするものでございます。 

 林業費・林業振興費・森林整備事業補助につきましては、補助要綱に基づき、林業者に補助

金を交付するため、１４３万３千円の計上となっております。 

 商工費の商工振興費・コミュニティセンター維持費補助につきましては、施設の公益部分の

維持管理経費として、７２５万８千円を補助行ってまいります。コミュニティセンター建設資

金償還金補助につきましては、コミット建設に係る償還金の補助を行うものであり、事業費１,

０７６万６千円の予算計上となっております。商工会補助事業につきましては、商工業者の経

営改善及び地域経済の振興を図るため、商工会に対して１,０１７万１千円を補助してまいりま

す。店舗出店等支援交付金につきましては、地域資源を活用した新商品の開発や、店舗の新築

及び空き店舗を活用して営業を始めた事業者に、支援交付金として９００万円を計上いたして

おります。住宅リフォーム促進補助事業につきましては、住環境の向上と、住宅関連産業の振

興を図るため、町内業者を活用した住宅リフォームに費用を助成する事業として、９００万円

の予算計上なっております。 

 観光振興費・観光促進事業につきましては、ふるさと産業まつり等のイベント実行委員会に 

支援を行うものであり、事業費は５９０万円となっております。パパスランド改修整備事業に

つきましては、新たな温泉掘削と、外構整備に係る設計委託業務などに６,０８９万２千円の予

算計上をいたしております。温泉施設管理運営事業につきましては、パパスランド業務委託及

び緑の湯の指定管理に係る委託経費として、５,６５０万９千円を計上いたしております。１６

ページをお開き願います。きよさと観光協会補助事業につきましては、本町の観光振興を図る

ため、観光協会の事業運営の支援に１８３万円の予算計上を行っております。 

 オートキャンプ場費及び江南パークゴルフ場費の各管理運営事業につきましては、それぞれ
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の施設のシーズン中の運営に要する経費として、オートキャンプ場については４９６万４千円、

江南パークゴルフ場については、６４６万１千円を計上するものでございます。 

 土木費・道路橋梁費・道路等整備事業につきましても、道路河川等の指定管理業務委託及び

区画線引き等の補修や測量業務等の経費として、１億１,０９５万７千円の計上となります。 

 道路新設改良事業につきましては、記載の路線に係る道路の改良・舗装等の経費として、１

億１,０５８万４千円を計上するものでございます。 

 公園費・公園等整備管理事業につきましては、町内各公園緑地の管理・修繕経費として、５

２８万８千円を計上いたしております。 

 住宅費・住宅管理費・住宅太陽光発電システム導入補助事業につきましては、循環型地域社

会の形成に向け、住宅用太陽光発電システムの導入支援として、４５０万円の予算計上を行っ

ております。 

 住宅建設費・公営住宅建設事業につきましては、公営住宅等長寿命化計画によるひまわり団

地１棟４戸の建設並びに麻園団地の町営住宅の取り壊しに要する事業費として、１億２１０万

８千円の計上をいたしております。 

 教育費・教育委員会費・生涯教育、子育て支援専門員設置事業につきましては、子育て支援

の総合的な事業展開を図るため、専門職員の配置を行うものであり、事業費は１８０万円とな

っております。 

 教育諸費・清里小学校臨時教員雇用事業につきましては、清里小学校の多人数学級を解消し、

きめ細かな学習指導を行うため、教員を雇用する経費として、４９５万７千円を計上いたしま

す。特別支援教育支援員配置事業につきましては、特別な教育的支援員の配置が必要な学級に、

支援員を配置する経費として、２２５万１千円を計上いたします。１８ページをご覧ください。

遠距離通学バス業務委託事業につきましては、児童生徒の通学手段確保を主体に、一般町民及

び清里高校生の乗合いを兼ねた地域交通として活用を行うものであり、事業費は１,９２１万７

千円を計上いたしております。教育振興備品整備事業につきましては、老朽化した小学校・中

学校のパソコンを年次計画で更新する事業として、７３１万５千円を計上しております。幼稚

園就園奨励費補助事業は、保護者に対する経済的負担軽減対策として支援を行うものであり、

４５６万２千円を計上いたしております。私立幼稚園運営費補助は、幼児教育の観点から支援

を行うものであり、予算計上額は５００万円となっております。清里高等学校総合支援対策事

業は、清里高校の総合支援対策として、記載の事業の教育活動に支援費として７９６万円の予

算計上を行ってまいります。特色ある学校づくり推進交付金事業につきましては、各学校にお

いて地域の特性を活かした、創意ある教育活動を展開するため、１６０万円を計上いたしてお

ります。 

 小学校費・学校管理費・光岳小学校既存校舎改修事業につきましては、光岳小学校の耐震化

改築と合わせて、既存校舎の改修及び備品整備として、事業費３,３１２万４千円を予算計上い

たしております。 

 教育振興費・郷土読本改訂版作成事業につきましては、郷土読本「清里」の改訂版を作成す

る経費として、２７１万４千円を計上いたします。 

 社会教育総務費・外国人英語講師招へい事業は、雇用に係る人件費等として３４８万５千円

の予算計上を行うものであり、国際理解教育や小中高校等における英語教育を推進してまいり

ます。 
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 生涯教育費・プラネットステージ公演事業補助につきましては、実行委員会に対する補助と

して、３００万円を計上いたしております。きよさとセミナー開設事業につきましても、継続

事業となっており、協働のまちづくりを支える人材を育成する講座として、８３万２千円の計

上となっております。 

 生涯学習総合センター費・子育て支援学童保育事業、５９２万７千円の予算計上につきまし

ては、保育に欠ける低学年児童を対象に、保育体制の充実を図る事業を推進してまいります。 

 保健体育費のスポーツ合宿等誘致支援事業につきましては、新たな事業として、大学等のス

ポーツ合宿を誘致し、スポーツ・文化の振興と併せて地域経済の振興を図るため、９７万６千

円を計上しております。２０ページをご覧ください。体育施設管理運営事業につきましては、

トレセンなど４体育施設の運営管理経費として、３,１３１万６千円を計上いたしております。 

 次の２１ページから２２ページは、団体補助調べになっております。 

 次に、２３ページをお開きください。 

 一般会計から、各特別会計への繰出金について、ご説明申し上げます。 

 介護保険事業に対しましては、全体給付費の１２．５パーセントが町の負担となりますが、

その負担分として５,１７４万円、地域支援事業分として４０万１千円、事務費分６２０万５千

円、合せまして５,８３４万６千円となります。 

 国民健康保険事業につきましては、記載のとおり、保険基盤安定繰出金以下の法定ルールに

基づく繰出分として、総額では２,９０８万１千円を計上いたしております。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、低所得者層の保険料軽減にかかる保険基盤安定繰

出金１,３７３万４千円と事務費繰出金５２３万７千円、合わせて１,８９７万１千円を計上いた

しております。 

 簡易水道事業につきましては、施設整備に伴う地方債償還に係る公債費の一般会計負担分 

１,２５６万５千円となっております。 

 農業集落排水事業につきましては、施設建設に伴う公債費償還にかかる繰出金７,３００万円

となります。 

 焼酎事業につきましては、今年度は繰出しを行っていません。 

 なお、５特別会計への繰出金合計額は１億９,１９６万３千円となり、対前年度比８１万２千

円の減となります。 

 続いて、２４ページをご覧ください。 

 広域行政組合の負担金調べとなっております。北海道後期高齢者医療広域連合組合以下、４

組合の本年度負担金の合計額は、２億２,２２７万７千円となり、前年度比６９６万４千円の増

となります。 

 それでは、予算書の説明を申し上げます。予算書の４１ページをお開きください。 

 歳出よりご説明申し上げますが 審議資料の説明において、主要施策、繰出金、負担金につ

いてご説明申し上げましたので、目ごとに予算の増減の大きなもの及び特異的事項についての

みご説明申し上げます。なお、特定財源の内訳につきましても、先ほどご説明しました審議資

料に詳細に記載いたしておりますので、併せて省略をさせていただきますので、ご理解くださ

い。 

 １款議会費・１目議会費につきましては、１節報酬、３節職員手当等及び４節共済費の議員

共済会負担金の減により、対前年度比５５１万３千円の減となっております。 
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 ４２ページ、２款総務費・給与費・１目職員給与費につきましては、後ほど給与明細書にお

いて、ご説明申し上げますが、２節給料は、特別職・一般職合わせ、３億１,３６７万７千円、

３節職員手当等は１億６,１７１万２千円、４節共済費は１億４２７万８千円、１９節負担金補

助及び交付金は８,４９７万２千円、総額では６億６,４６３万９千円となっており、対前年度比

較では７５４万４千円の減となります。 

 総務管理費・１目一般管理費につきましては、特異的事項はございません。 

 ４４ページ、２目財産管理費は、前年度比較７７９万４千円の減は、２５節積立金の減が主

な要因となっております。 

 ３目地籍管理費及び、４６ページ、４目広報費につきましては、特異的な事項はありません。 

 ５目自治振興費 ２,２１１万６千円の増につきましては、主要施策でご説明申し上げました、

１３節委託料及び１５節工事請負費の地デジ共聴施設整備事業、１９節負担金補助及び交付金

の地域活動推進事業交付金の１５０万円の増額などによるものでございます。 

 ６目交通安全対策費については、特異的事項はございません。 

 ７目防災対策費の対前年度比較２５７万２千円増は、主要施策でご説明申し上げました、４

８ページ、１９節北海道総合行政ネットワーク負担金によるものでございます。 

 ８目町有林管理費の対前年度比較１９９万２千円の増は、１８節備品購入費でＧＰＳ情報管

理システム購入に係る経費を計上したことによるものです。 

 ９目支所及び出張所費から、５０ページの１３目職員福利厚生費までについては、特異的な

事項はありません。 

 １４目総合庁舎管理費は、特異的な事項はございませんが、各施設及び車両関係の燃油価格

が大きく動いておりますので、当初予算においては、それぞれ見込み価格で算定しており、年

度途中の変動対応については、適時、補正予算対応とさせていただきたい考えております。 

 １５目行政情報システム管理費の前年度比較１,２５６万１千円の増につきましては、主要施

策でご説明申し上げましたが、１８節備品購入費、情報通信基盤機器の更新に係る経費を計上

したことによるものです。 

 ５２ページの１６目管内町村公平委員会費は、特にありません。 

 札弦センター費につきましては、農林水産業費・札弦地域資源活用交流促進施設費に移行と

なり、廃目扱いとなります。 

 開発促進費・１目企画振興費、前年度比較５６１万３千円の増につきましては、広告塔修繕

の工事請負費と主要施策でご説明申し上げました、５４ページ、１９節負担金補助及び交付金

に、移住・定住支援交付金を計上したことによるものです。 

 ２目土地利用計画費につきましては、特にありません。 

 ３目花と緑と交流のまちづくり事業費、前年度比較１,４８１万５千円の大幅増は、前年度は

骨格予算編成によるものであり、事業内容は、主要施策でご説明いたしました。 

 ４項徴税費から、５６ページ６項選挙費までについては、特にありません。 

 ７項統計調査費・１目各種統計調査費、前年度比較２６万１千円の減は、経済センサスの完

了によるものです。 

 ５８ページの８項監査委員費につきましては、特異的な事項はございません。 

 民生費・１目社会福祉総務費、前年度比較５４６万７千円の減につきましては、１９節負担

金補助及び交付金の社会福祉協議会補助の減が、主な要因となっております。 
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 ６０ページの２目障害者自立支援費１,０８０万５千円の増は、１９節負担金補助及び交付金

の施設介護給付費の伸びによるものでございます。 

 ３目福祉サービス事業費につきましては、先ほど主要施策でご説明いたしました。予算額の

大きな変動はありません。 

 ４目老人福祉費つきましては、６２ページの介護保険事業特別会計繰出金は増額となってお

りますが、１３節委託料の老人保健施設きよさと運営業務委託料の減、１９節負担金補助及び

交付金でデイサービス運営事業費補助の終了などにより、前年度比較２４６万８千円の減とな

っております。 

 ６目国民年金事務費は、特にありません。 

 地域包括支援センター費は、介護保険事業特別会計の事業として、社会福祉協議会に委託す

るため、当初予算においては廃目扱いとなります。 

 １目児童母子福祉費、前年度比較１,３２４万６千円の減につきましては、先ほど主要施策で

ご説明いたしました、２０節扶助費の子どものための手当の制度改正によるものでございます。 

 ２目保育所費、対前年度比較２６６万９千円の増となっておりますが、３歳未満児の増加に

対応するため、新たな保育士の雇用によるものでございます。 

 ６４ページ、３目子育て支援センター費につきましては、特異的なものはございません。 

 続いて、衛生費についてご説明いたします。６６ページをご覧ください。 

 １目保健衛生総務費４４１万３千円の増につきましては、先ほど主要施策でご説明いたしま

したが、１３節救急医療体制づくり業務委託及び、１９節ドクターヘリ事業加入負担金が主た

る要因となっております。 

 ２目予防費 １７０万８千円の増につきましては、主要施策でご説明致しましたとおり、各

種検診及び予防接種等の所要経費によるものです。 

６８ページ、３目各種医療対策費、対前年度比較６９２万２千円増の主な要因は、２０節扶助

費で中学生までに医療費助成制度の拡充、２８節繰出金の後期高齢者医療特別会計の伸びによ

るものです。 

 ４目環境衛生費６２７万５千円の減につきましては、２８節の簡易水道事業特別会計及び、

農業集落排水事業特別会計繰出金の減が、主な要因となっております。 

 ５目保健福祉総合センター費７３１万９千円の増につきましては、物件費となる１１節の需

用費、修繕料及び燃料費及び光熱水費の増が主な要因となっています。なお、特定財源のその

他２,７９５万８千円は、修繕料に充当する介護報酬が７１７万円、２,７８万８千円は老健施設

及び診療所からの経費負担の歳入となっています。 

 ７０ページ、１目清掃事業費、対前年度比較９３万５千円の増減つきましては、１１節需用

費の修繕料及び１３節委託料の清掃センター機器類保守点検業務委託料の計上差額によるもの

でございます。 

 ５款農林水産業費・１目農業委員会費につきましては、特異的事項はありません。 

 ７２ページ、２目農業振興費の１,６１３万５千円の増は、前年度は骨格予算編成のため、農

業振興補助事業が当初予算に計上されていなかったのが、主な要因となっております。 

 ３目畜産業費の対前年度比較１５７万２千円の減は、主要施策でご説明申し上げた、１５節 

工事請負費に計上いたしております、江南牧野整備事業によるものです。なお、特定財源のそ

の他２８０万円は牧野使用料となっております。 
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 ７４ページ、４目農地開発事業費、対前年度比較９１万２千円の減につきましては、国営畑

地かんがい事業斜網地域維持管理協議会負担金及び基幹水利施設管理事業関係市町村負担金の

減によるものです。なお、特定財源のその他の内、１,２０７万５千円につきましては、受益者

負担金となります。 

 ５目道営整備事業費、対前年度比較２,４３５万５千円の増につきましては、主要施策でご説

明いたしました、１９節事業負担金が主な要因となっております。 

 ６目清里地域資源活用交流促進施設費につきましては、特にありません。 

 ７６ページ、７目札弦地域資源活用交流促進施設費３５０万３千円につきましては、４節共

済費から１４節使用料及び賃借料まで、札弦センターの運営管理経費の計上となっております。

なお、特定財源のその他３０万円は使用料となります。 

 ８目農山漁村活性化対策費につきましては、主要施策でご説明いたしました、農林水産直売・

食材提供供給施設整備及び連絡農道整備事業になります。 

 １目林業振興費、前年度比較１,６４６万千円の増につきましては、前年度は骨格予算編成の

ため、１９節負担金補助及び交付金の製材等流通補助事業などが、当初予算に計上されていな

かったのが、主な要因となっております。 

 ７８ページ、２目自然保護対策費につきましては、特異的事項はございません。 

 続いて、６款の商工費についてご説明いたします。 

 １目商工振興費・１９節負担金補助及び交付金については、先ほど主要施策でご説明いたし

ました。対前年度比較３,５６３万３千円の増につきましても、前年度は骨格予算編成により、

団体補助及び振興事業補助については補正対応とさせていただいたのが、主な要因となってお

ります。 

 ２目観光振興費９,５８３万８千の大幅増は、先ほど主要施策でご説明いたしました。１３節

パパスランド管理運営委託料及び温泉探査業務委託料が主な要因となっております。 

 ８０ページ、３目オートキャンプ場費及び、４目江南パークゴルフ場費につきましては、特

異的な事項はありません。特定財源のその他につきましては、いずれも使用料となります。 

 続いて、８２ページで、土木費をご説明申し上げます。 

 １目道路橋梁費、対前年度比較１,８４２万９千円の増は、前年度は骨格予算のため、１３節

委託料の測量業務委託料及び１５節町道補修工事請負費を、当初計上していなかったことによ

る増となります。 

 ２目道路新設改良費の対前年度比較１億６８０万７千円の増につきましても、主要施策でご

説明申し上げましたが、前年度は骨格予算のため大幅増の要因となっております。 

 ８４ページ、１目公園費及び、次の１目住宅管理費につきましては、特にありません。 

 ８６ページ、２目住宅建設費は主要施策でご説明申し上げました。なお、事業位置図などは、

審議資料３６ページに添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

 消防費につきましては、先ほど款別の歳出の中でご説明いたしました。 

 続いて、教育費についてご説明申し上げます。 

 教育総務費の１目教育委員会費については、特異事項はございません。 

 ８８ページ、２目教育諸費の主な事業につきましては、主要施策でご説明申し上げておりま

す。前年度比較１,７９４万７千円の増は、７節賃金で清里小学校臨時教員雇用及び１８節備品

購入費の小中学校パソコン更新などが、主な要因となっております。 
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 ９０ページ、小学校費・１目学校管理費につきましては、主要施策でご説明申し上げており

ます。対前年度比較２,９８０万６千円の増は、１５節光岳小学校既存校舎改修工事請負費によ

るものとなっております。 

 ２目教育振興費の対前年度比較２６４万８千円の増は、主要施策でご説明申し上げました、

１１節印刷製本費で郷土読本改訂版作成が、主な要因となっております。 

 ９２ページの中学校費の１目学校管理費及び、２目教育振興費につきましては、特異事項は

ございません。 

 続いて、社会教育関係についてご説明いたします。 

 １目社会教育総務費、対前年度比較１９１万円の増は、９４ページの７節賃金が主な要因と

なっております。 

 ２目生涯教育費、対前年度比較２６２万１千円の増は、前年度各種団体補助が骨格予算編成

のため、当初計上していなかったことにより、増となります。 

 ３目生涯学習総合センター費及び、９７ページ、４目図書館費につきましては、特異事項は

ございません。 

 ９８ページ、保健体育総務費、対前年度比較６３３万６千円の増は、７目賃金の施設管理の

ため雇用する経費及び１１節燃料費の増、さらには、前年度は骨格予算のため、１９節の団体

補助を当初計上していなかったことにより、増となります。 

 １００ページ、２目トレーニングセンター費については、清里トレーニングセンター費と札

弦トレーニングセンター費の科目を統合いたしますが、予算についての特異事項はございませ

ん。 

 ３目町民プール費の対前年度比較２５６万１千円の減及び、４目スキー場管理費の対前年度

比較１１５万１千円の減につきましては、いずれも、１３節公共公社管理業務委託料の減が、

主な要因となっております。 

 １０２ページ、５目学校給食センター費４６万１千円の増につきましては、１１節需用費の

燃料費及び１３節委託料の給食センター業務委託料によるものであり、特異的事項はございま

せん。 

 次の１０３ページ、公債費につきましては、元金及び利子を合わせ９億２,７６０万６千円を

計上いたしております。内容につきましては、冒頭の予算額調べの歳出で、ご説明いたしてお

ります。 

 また、１０４ページの予備費につきましては、前年同額の１００万円の計上となっておりま

す。 

 続いて、給与明細書につきましてご説明いたしますので、１０５ページをご覧ください。 

 １の特別職の長等と議員数については増減がありませんが、その他の１３名の減は、経済セ

ンサス終了に伴う統計調査員及び選挙に係る投票管理者・開票管理者、さらには総合開発審議

会委員・農業委員の減によるものでございます。比較の欄の長等の給与費におきましては、前

年度比較１２４万円の減、議員においては１１８万１千円の減、その他においては１３６万５

千円の減となり、合計では３７８万６千円の減になります。また、共済費は長等で６万６千円

の減、議員においては７２９万６千円の減となり、共済費合計では７３６万２千円の減となっ

ております。１０６ページをご覧ください。一般職につきましては、採用３名、退職者は年度

途中を含め４名で、１名の減となります。また、給与費につきましては９３４万４千円の減と
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なり、共済費は１５７万３千円の増、合計では７７７万１千円の減となります。職員手当の内

訳及び給料及び職員手当の増減額の明細は、それぞれ記載のとおりとなっております。１０７

ページから１１３ページについては、給料及び職員手当の状況を記載しておりますが、清里町

におきましては、人事院勧告に準拠しており、町単独の割増措置等を一切行っておりません。 

 続いて、１１４ページをご覧ください。本票は、債務負担の支出予定額等に係る調書となっ

ており、前年度となります、平成２３年度までの債務負担行為は、「ディサービスセンター建

設に伴う償還金補助事業」から、１１７ページの「清里町管理の道路橋梁及び河川の指定管理

業務」まで、都合２７件となっております。当該年度、平成２４年度以降の支出予定額につき

ましては、「農業経営基盤強化資金利子助成事業」以下２５件、総額７億６,３３５万円となっ

ております。 

 それでは、１１８ページをご覧ください。本表は、地方債の現在高調べとなっております。

１１９ページの合計欄で、ご説明いたします。前前年度、平成２２年度末の現在高は、８５億

７,８９７万２千円。前年度、平成２３年度末の現在高見込額は、８３億１,９１５万５千円。当

該年度、平成２４年度中の起債見込額は、６億１,９１０万円。当該年度、平成２４年度の元金

償還見込額は、７億９,３１７万６千円。当該年度末、平成２４年度末の見込額は、８１億４,

５０７万９千円となります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、１９ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、前段の審議資料の説明と事項別明細書において、ご説明申し上げまし

た。また、特定財源の主な内訳についても、資料に記載をいたしておりますので、総括表で概

要のみご説明いたします。 

 １款町税から１０款交通安全対策特別交付金までと、１７款繰越金、１９款町債のうち、臨

時財政対策債合せまして２９億８,９１０万１千円が一般財源となります。したがいまして、特

定財源につきましては、国道支出金等合せまして１６億３,５５９万９千円となります。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、１１時まで休憩といたします。 

                              休憩 午前１０時４９分～ 

                              再開 午前１１時００分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 次に、議案第３１号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計予算について。保健福祉課

長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 すでに上程されております、議案第３１号 清里町介護保険事業特別会計予算について、説

明申し上げます。 

 予算書の中ほどの薄茶色の仕切り、介護保険事業特別会計予算の３ページと、別冊の予算審

議資料、これについても薄茶色の仕切り、介護保険事業特別会計の１ページをお開きください。

最初に予算書をご覧ください。 
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 第１条第１項につきましては、予算の総額と、歳入歳出それぞれ４億２,２４３万３千円とす

るものであります。 

 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説明を申し上げます。 

 第２条につきましては、一時借入金の最高限度額を３千万円と定めるものであります。 

 第３条につきましては、歳出予算の流用を定めるものであり、第１号については、同一款内

での流用を定めるものであります。 

 次に、予算審議資料１ページの清里町介護保険事業特別会計予算総括表でご説明いたします。 

 平成２４年度の予算総額は４億２,２４３万３千円で、前年から２,０１６万１千円の増額であ

り、前年度対比は１０５．０パーセントであります。 

 歳入の款における主な内容について、前年度対比額でご説明いたします。 

 １款介護保険料５３５万６千円は、保健給付費等の増額によるもので、介護保険料改定によ

り賄われます。 

 ２款の介護保険料・使用料及び手数料については、説明を省略いたします。 

 ３款国庫支出金５１０万５千円、４款道支出金７１０万１千円、５款支払基金交付金１０５

万７千円の増額につきましては、歳出の２款保険給付費、３款地域支援事業費の増額によるも

のであります。４款道支出金には介護保険料抑制のために交付されます、財政安定化基金支出

金４４８万９千円が含まれます。 

 ６款の財産収入は説明を省略し、７款繰入金２０７万２千円の増額は、保健給付等の増額に

伴う一般会計繰入金の増額分であります。 

 ８款繰越金は、説明を省略いたします。 

 ９款諸収入５２万２千円の減額は、介護給付費の返納が昨年度で完了になったことによりま

す。 

 次に、歳出についても、前年度対比で主な内容について説明をいたします。 

 １款総務費１３６万７千円は新規の認定調査の委託による増額です。 

 ２款保険給付費１,７５０万８千円の増額は、居宅介護サービス給付費、施設介護サービス給

付費、高額介護サービス給付費、特定入所者介護サービス給付費の増加によるものであります。 

 ３款地域支援事業費１２９万４千円の増額は、地域包括支援センターの委託並びに包括的支

援事業の増加によるものです。 

 ４款基金積立金、５款公債費については、説明を省略いたします。 

 次に、予算書にお戻りいただき、介護保険事業特別会計の２１ページの歳出をお開きくださ

い。 

 歳出の主なもの、特定財源について説明申し上げます。 

 １款総務費・１目一般管理費は、介護保険に関わる事務経費で、特定財源のその他１０３万

１千円は繰入金であります。 

 次の、２項賦課徴収費・１目賦課徴収費については、保険料徴収に係る事務経費で、特定財

源その他２９万３千円は繰入金であります。２２ページをお開きください。３項介護認定審査

会費・1 目介護認定審査会費は、網走市外３町の認定審査会負担金で、特定財源その他の１９

０万６千円は繰入金であります。次の、２目認定調査費は、介護保険認定調査に関わる経費で、

これについても特定財源その他２９５万円は繰入金であります。 

 次の、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つきまして
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は、ホームヘルプサービス、訪問看護、デイサービス、デイケア、ショートステイなどの居宅

介護が１億１,７２１万１千円、福祉用具購入が７２万５千円、手すり取付等住宅改修費が１５

０万円であり、ケアプラン作成などの居宅介護サービス計画給付費が１,４６９万１千円となっ

ており、合計１億３,４１２万７千円となります。特定財源その他の５,５６６万３千円は、支払

基金交付金から３,８８９万７千円、繰入金が１,６７６万６千円となっています。２目施設介護

サービス給付費２億４,１００万円につきましては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設に

関わる給付費用であります。特定財源その他は支払基金交付金６,９８８万８千円、繰入金３,

０１２万４千円などであります。３目審査支払手数料３５万８千円は、国保連合会に対する介

護報酬審査支払手数料で、特定財源その他は支払基金交付金１０万４千円、繰入金が４万５千

円となります。次の２３ページ、２項高額介護サービス等費・１目高額介護サービス等費８６

４万円は、自己負担額が高額になり、限度額を超えた場合の給付であり、特定財源その他は支

払基金交付金２５０万６千円、繰入金１０８万円、合計で３５８万６千円であります。次の、

３項高額医療合算介護サービス費・１目高額医療合算介護サービス等費８０万円につきまして

は、医療給付と介護給付の合算の自己負担が限度額を超えた場合の給付であり、特定財源その

他は支払基金交付金が２３万２千円、繰入金が１０万円で、合計３３万２千円であります。次

の、４項特定入所者介護サービス等費・１目特定入所者介護サービス等費２,９００万２千円に

ついては、施設入所やショートステイの居住費や食費は原則、利用者負担となっておりますが、

低所得の方には負担の上限を設定し、上限額と利用者負担の差額を保険給付で行います。特定

財源その他は支払基金交付金で８４１万１千円、繰入金が３６２万５千円で、合計１,２０３万

６千円となります。 

 続きまして、２４ページをお開きください。３款地域支援事業費・１項介護予防事業費・１

目介護予防事業費６３万７千円は、高齢者を対象とした介護予防にかかる事務経費で、特定財

源その他は支払基金交付金から１８万４千円、繰入金が７万９千円で、合計２６万３千円とな

ります。次の、２項包括的支援事業・任意事業費１６３万円は、地域包括支援センターの社会

福祉協議会への移行のため新たに項を設けたもので、包括支援センターの業務等の委託と、従

前からの任意事業の費用です。特定財源その他については、繰入金３２万２千円であります。 

 ２５ページに移ります。３款地域支援事業費・項任意事業費は、先ほどの２項包括的支援事

業・任意事業費に集約しましたので、廃止いたします。 

 次の、基金積立金、公債費については、省略させていただきます。 

 次に、歳入につきましては、９ページの総括表で説明をいたします。 

 １款の介護保険料７,３６５万８千円、２款の使用料及び手数料２千円、８款の繰越金１００

万円、９款の諸収入７千円の７,４６６万７千円が一般財源であり、３款の国庫支出金から７款

の繰入金まで、合計３億４,７７６万６千円が特定財源となります。 

 以上で、予算説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第３２号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について。町民課

長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 
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 すでに上程されております、議案第３２号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計

予算について、ご説明申し上げます。 

 予算説明書の、黄色の仕切りを 1 枚お開きいただき、３ページをご覧ください。 

 第１条第１項につきましては、予算の総額を、歳入歳出それぞれ７億２,２９４万８千円と定

め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いたします。 

 第２条につきましては、一時借入金の限度額を５千万円と定めるものです。 

 第３条につきましては、歳出予算の流用について定めるものであり、 

 第１項第１号において、保険給付費については、同一款内での流用を認める規定でございま

す。 

 次に、審議資料によりご説明申し上げますので、別冊の審議資料の黄色の仕切り、国民健康

保険事業特別会計の１ページをお開きください。 

 平成２４年度国民健康保険事業特別会計予算総括表を、ご説明いたします。 

 歳入歳出の予算合計額は、７億２,２９４万８千円であり、前年度比較では２,３７６万６千円

の増額、対前年度比は１０３．４パーセントとなっております。 

 歳入の款ごとにおける予算額を、前年度対比でご説明いたします。 

 １款国民健康保険税につきましては、２３年度分の所得見込額より推計し、前年度比較２７

０万円の増として計上いたしております。 

 ２款使用料及び手数料につきましては、増減はありません。 

 ３款国庫支出金４,７２８万３千円の減額の主な要因につきましては、療養給付費負担金に係

る国の負担率の引き下げ及び前期高齢者交付金の増額による療養給付費負担金と、財政調整交

付金の減額によるものであります。 

 ４款療養給付費交付金につきましては、算定基礎となります退職被保険者に係る国の調整対

象基準額の増に伴い、１８０万の増となっております。 

 ５款前期高齢者交付金６,３６０万円の増額は、前期高齢者医療費の伸び及び平成２２年度分

に係る精算によるものであります。 

 ６款道支出金１４５万円減額の主な要因につきましては、前期高齢者交付金の増額による、 

財政調整交付金の減額によるものであります。 

 ７款共同事業交付金につきましては、高額医療費などの見込額より推計し、前年度比較２千

万円の増として計上いたしております。 

 ８款財産収入につきましては、増減はありません。 

 ９款繰入金１,４７６万３千円の減額の主な要因につきましては、国民健康保険事業基金繰入

金の減によるものであります。 

 １０款繰越金につきましては、９０万円の減になっております。 

 １１款諸収入５万６千円の増額は、特定健診の受信者数の増によるものであります。 

 続いて、歳出の款ごとの予算額を説明いたします。 

 １款総務費につきましては、前年度対比１万８千円の減。 

 ２款保険給付費につきましては、実績を基に医療費等を推計、積算し、１,８６４万円の増額

を計上いたしております。なお、主な要因は、受診件数及び１件あたりの医療費の増加等によ

るものであります。 
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 ３款後期高齢者支援金等５９９万７千円の増額につきましては、高齢者医療費の増加に伴い、

国試算による１人当たり負担見込額の増によるものであります。 

 ４款前期高齢者納付金等１５万１千円の減額は、１人当たり負担調整対象見込額の減による

ものであります。 

 ５款老人保健拠出金につきましては、増減はありません。 

 ６款介護納付金２４０万円の増額につきましては、１人当たり負担見込額の増によるもので

あります。 

 ７款共同事業拠出金３７１万円の減額の主な要因につきましては、保険財政共同安定化事業

拠出金における、基準拠出対象額の減によるものであります。 

 ８款保健事業費５０万８千円の増額につきましては、特定健康診査等事業における受診者の

増による委託料及び役務費の増が、主な要因となっております。 

 ９款基金積立金及び１０款公債費につきましては、増減はありません。 

 １１款諸支出金１０万円の増額につきましては、保険税還付金見込額の増によるものであり

ます。 

 ２ページをお開きください。 

 ２ページは、款別・性質別・節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。 

 次の３ページは、主要施策事業調べであり、事業内容・財源内訳についてまとめております

ので、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

 それでは、歳出についてご説明いたしますので、予算説明書の２３ページをお開きください。 

 歳出の特異的事項と、財源内訳についてご説明申し上げます。 

 １款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきましては、特異的な事項はありません。

特定財源国道支出金７２万４千円は、道の特別調整交付金であり、その他２６８万７千円は、

一般会計繰入金であります。２項徴税費・１目賦課徴税費につきましても、特異的な事項はあ

りません。２４ページをお開きください。３項運営協議会費・１目運営協議会費につきまして

も、特異的な事項はありません。特定財源その他１６万６千円は、一般会計繰入金であります。 

 ２４ページから２５ページの２款保険給付費・１項療養諸費・１目一般被保険者療養給付費 

から５目審査支払手数料までは、過去の実績と推計により積算し、計上しているものでござい

ます。２項高額療養費・１目一般被保険者高額療養費から４目退職被保険者等高額介護合算療

養費 につきましても、医療費推計により積算し、計上しているものでございます。２６ペー

ジをお開きください。３項移送費から５項葬祭諸費までにつきましては、特異的な事項はあり

ません。なお、２款保険給付費における特定財源の内訳につきましては、先ほどの審議資料の

３ページ、主要施策事業調べをご参照いただき、説明は省略させていただきます。 

 ２７ページ、３款後期高齢者支援金等・１目後期高齢者支援金の増につきましては、高齢者

医療費の増によるものであります。２目後期高齢者関係事務費拠出金は、特異的なものはあり

ません。特定財源の内訳につきましても、審議資料の主要施策事業調べをご参照いただき、説

明は省略させていただきます。 

 ４款前期高齢者納付金等・１目前期高齢者納付金等及び２目前期高齢者関係事務費拠出金、

５款老人保健拠出金・１目老人保健医療費拠出金及び２目老人保健事務費拠出金につきまして

は、特異的なものはありません。 

 ２８ページをお開きください。６款介護納付金、７款共同事業拠出金、８款保健事業費につ
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きましては、審議資料の主要施策事業調べをご参照いただき、説明は省略させていただきます。 

 ２９ページをお開きください。９款基金積立金及び３０ページの１０款公債費、１１款諸支

出金につきましては、特異的なものはありません。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、１１ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、総括表でご説明申し上げます。 

 １款国民健康保険税、２款使用料及び手数料、９款繰越金、１１款諸収入の内１万３千円、

合わせまして２億２,７６２万９千円が一般財源であり、３款国庫支出金から９款繰入金及び 

１１款諸収入のうち８０万５千円、合計４億９,５３１万９千円が特定財源でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第３３号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 すでに上程されております、議案第３３号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計予

算について、ご説明申し上げます。 

 予算説明書の、緑色の仕切りを１枚お開きいただき、３ページをご覧ください。 

 第１条第１項につきましては、予算の総額を、歳入歳出それぞれ５,９３７万１千円と定める

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いたします。 

 それでは、審議資料によりご説明いたしますので、別冊の審議資料の緑色の仕切り、後期高

齢者医療特別会計の１ページをお開きください。 

 平成２４年度後期高齢者医療特別会計予算総括表をご説明いたします。 

 歳入歳出の予算合計額は、５,９３７万１千円であり、前年度比較では３９０万２千円の増額、

対前年度比は１０７．０パーセントとなっております。 

 歳入の款ごとにおける予算額を、前年度対比でご説明いたします。 

 １款後期高齢者医療保険料につきましては、平成２４年度は２年に１回の保険料改定の年に

当たり、１人当たりの医療給付費の増などから、賦課限度額及び賦課割合の見直しを行うこと

となっており、前年度比較１６万８千円の増を計上いたしております。 

 ２款使用料及び手数料につきましては、増減はありません。 

 ３款特別対策事業交付金５千円の減は、市町村特別対策事業交付金の減額によるものであり

ます。 

 ４款繰入金３７３万９千円の増額につきましては、低所得者保険料軽減分に係る保険基盤安

定繰入金２０４万円の増、事務費繰入金１６９万９千円の増となっております。 

 ５款繰越金及び６款諸収入につきましては、増減はありません。 

 続いて、歳出の款ごとの予算額を説明いたします。 

 １款総務費につきましては、９５万１千円増額であり、要因は、住基基本台帳法改正に伴う

後期高齢者医療システム改修委託料の増によるものであります。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金２９５万１千円の増額の主な要因は、低所得者保険料軽

減分にあたる保険基盤安定負担金が２０４万円の増、広域連合電算処理システム機器更新に伴
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う事務費負担金７４万２千円の増によるものであります。 

 ３款諸支出金につきましては、増減はありません。 

 ２ページをお開きください。 

 ２ページは、款別・性質別・節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。 

 次の３ページは、主要施策事業調べであり、事業内容・財源内訳についてまとめております

ので、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

 それでは、歳出についてご説明いたしますので、予算説明書の１９ページをお開きください。 

 歳出の特異的事項と財源内訳について、ご説明申し上げます。 

 ２款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきましては、予算総括表でご説明いたし

ましたが、住基基本台帳法改正に伴う後期高齢者医療システム改修委託料１１８万７千円を計

上しております。特定財源その他２２３万９千円は、一般会計繰入金が２２１万４千円、特別

対策事業交付金が２万５千円であります。２項徴収費・１目徴収費につきましては、特異的な

事項はありません。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金・１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、 

保険料負担金１６万９千円、保健基盤安定負担金２０４万円及び事務費負担金７４万２千円、 

合計２９５万１千円の増となってございます。特定財源その他１,６７５万７千円は、一般会計

繰入金であります。 

 ２０ページをお開きください。３款諸支出金・１項償還金及び還付加算金につきましては、 

特異的な事項はありません。特定財源その他５万１千円は、保険料還付金が５万円、還付加算

金１千円であります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、９ページへお戻りください。 

 歳入につきましては、総括表でご説明申し上げます。 

 １款後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料、５款繰越金、６款諸収入のうち２千円、

合わせまして４,０３２万４千円が一般財源であり、３款特別対策事業交付金、４款繰入金及び 

６款諸収入のうち５万１千円、合計１,９０４万７千円が特定財源でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第３４号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計予算について。建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 すでに上程されております、議案第３４号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計予算

について、ご説明を申し上げます。 

 予算説明書の水色の仕切りをお開きいただき、３ページをご覧ください。 

 第１条第１項につきましては、予算の総額を、歳入歳出それぞれ７,８２５万８千円と定める

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。 

 先に、審議資料により予算の概要をご説明いたしますので、別冊の審議資料、水色の仕切り、

簡易水道事業特別会計の１ページをお開きください。平成２４年度予算の総括表をご説明申し

上げます。 
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 歳入歳出の予算合計額は、７,８２５万８千円となっており、前年度当初予算との比較では、

２６５万５千円の増、対前年度比１０３．５パーセントとなっております。 

 歳入の款ごとにおける予算額を、対前年度比較でご説明申し上げます。 

 １款使用料及び手数料につきましては、平成２３年度実績見込みを参考としながら、前年度

同額の５,０６０万１千円を計上いたしております。 

 ２款財産収入につきましては、前年度比較１万５千円の減となっていますが、基金利子の減

によるものです。 

 ３款繰入金につきましては、前年度比較５７万円の増となっており、内訳は、一般会計繰入

金８４万３千円の減、簡易水道施設整備基金繰入金１４１万３千円の増であります。 

 ４款繰越金につきましては前年度同額、５款諸収入は２１０万円の増で計上いたしておりま

すが、道道整備に伴う水道配水管の補償費が、その内容となっております。 

 次に、歳出の款ごとの予算額を説明いたします。 

 １款総務費につきましては水道メーター器検針委託料の増が主な要因となり、前年度比較   

４９万６千円の増となっております。 

 ２款施設費につきましては、町単独事業となる道道整備に係る水道配水管移設工事及び水道

メーター器更新事業量の増により、前年度比較で３６５万円の増となっております。 

 ３款公債費１４７万６千円の減につきましては、元金及び利子償還金の減によるものでござ

います。 

 ４款基金積立金１万５千円の減は、簡易水道施設整備基金積立金の減であります。 

 ２ページをお開きください。２ページは、款別・性質別・節別の予算分類表であり、説明は

省略させていただきます。 

 ３ページをご覧ください。平成２４年度の主な事業内容について、ご説明申し上げます。 

 町単独工事実施設計委託事業は、ひまわり団地整備に伴う羽衣３丁目通り水道管移設工事の

実施設計を行うものであり、事業費１８０万円を計上いたしております。 

水道メーター器更新事業につきましては、計量法に基づき８年を経過した水道メーターを更新

するものであり、第１・第２施設合わせ３２０箇所を実施する経費として１,７４５万円を計上

いたしております。なお、財源として、基金からの繰入金８８８万１千円を計上いたしており

ます。 

 また、道道向陽清里停車場線の工事に伴う水道配水管移設工事として、４２０万円を計上さ

せていただきますが、事業位置図を４ページに添付いたしておりますので、ご参照ください。 

 それでは、予算書の説明を申し上げます。歳出より、ご説明いたしますので、簡易水道事業

特別会計予算の１７ページをお開きください。 

 歳出の特異的事項と、財源内訳についてご説明いたします。 

 １７ページ、１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきましては、当会計に属す

る職員１名分の人件費と、通常の施設管理に必要な物件費を計上しております。なお、１３節

委託料にメーター器検針委託料及び水質検査委託料、施設点検委託料、合わせて５５１万８千

円を計上いたしております。 

 １８ページをご覧ください。２款施設費・１項施設整備費・１目施設整備費につきましては、

先ほど主要施策でご説明した、町単独工事実施設計委託料はじめ３事業、合わせて２,３４５万

円を計上いたしており、特定財源のその他１,３０８万１千円につきましては、先ほどご説明申
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し上げました、基金繰入金及び補償費となっております。 

 １９ページをご覧ください。３款公債費及び４款基金積立金につきましては、総括表でご説

明したとおりであり、特異的な事項はありません。公債費の特定財源のその他１,２５６万５千

円は一般会計からの繰入金であります。また、基金積立金の特定財源のその他１万円は基金利

子となっております。 

 なお、２０ページから２７ページにつきましては、職員１名分の給与費明細書であり、一般

会計と同様の内容・様式となっておりますので、説明を省略させていただきます。 

 続いて、２８ページをご覧ください。本表は、地方債の現在高調べとなっております。区分

は簡易水道債と過疎債であり、合計欄でご説明いたしますが、前々年度、平成２２年度末現在

高は、２億８,１３１万円。前年度、平成２３年度末現在高見込額は、２億５,４６４万９千円。

当該年度、平成２４年度中の元金償還見込額は、２,５６４万６千円。当該年度末、平成２４年

度末の現在高見込額は、２億２,９００万３千円となる見込みであります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、９ページへお戻りいただきたいと存じます。 

 歳入につきましては、前段の審議資料においてご説明申し上げましたので、総括表でご説明

申し上げます。 

 １款使用料及び手数料、４款繰越金、５款諸収入のうち１千円、それらの合計５,２６０万２

千円が一般財源であり、２款財産収入、３款繰入金、５款諸収入のうち補償金２１０万円、合

わせまして２,５６５万６千円が特定財源となります。 

 以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第３５号 平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について。建設課

長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 すでに上程されております、議案第３５号 平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計

予算について、ご説明申し上げます。 

 予算説明書の薄紫色の仕切りをお開きいただき、３ページをご覧ください。 

 第１条第１項につきましては、予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億１,１６９万円と定める

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いたします。 

 次に、審議資料によりご説明いたしますので、別冊の審議資料、薄紫色の仕切り、農業集落

排水事業特別会計の１ページをお開きください。平成２４年度農業集落排水事業特別会計予算

総括表をご説明申し上げます。 

 歳入歳出の予算合計額は、１億１,１６９万円となっており、前年度当初予算との比較では、

４４８万４千円の減、対前年度比 ９６．１パーセントとなっております。 

 歳入の款ごとにおける予算額を、対前年度比較においてご説明申し上げます。 

 １款分担金及び負担金につきましては、増減はありません。 

 ２款使用料及び手数料につきましては、平成２３年度実績見込みを参考としながら、前年度

比較４６万１千円増の、３,７０８万４千円を計上いたしております。 
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 ３款財産収入につきましては、コンポスト肥料販売休止により、１万５千円の減となってお

ります。 

 ４款繰入金につきましては、一般会計繰入金であり、前年度比較４９３万円の減となってお

ります。 

 ５款繰越金及び６款諸収入は、前年度同額を計上いたしております。 

 次に、歳出の款ごとの予算額をご説明申し上げます。 

 １款総務費７１万円の増につきましては、人事異動に伴う職員人件費及び修繕料の増による

ものであります。 

 ２款事業費につきましては１万円の減で、ほぼ同額の計上となっております。 

 ３款公債費は、５１８万４千円の減となっておりますが、元金及び利子償還金の減によるも

のでございます。 

 ２ページをお開きください。２ページは、款別・性質別・節別の予算分類表であり、説明は

省略させていただきます。 

 ３ページをご覧ください。平成２４年度の主な事業内容ですが、公共桝の新設工事として２

箇所７０万円の事業費及び処理施設２箇所の機器類の年次的修繕費として２７０万円、合わせ

て３４０万円を計上いたしております。特定財源１０万円は、農業集落排水施設分担金となっ

ております。 

 それでは、予算書のご説明を申し上げます。歳出よりご説明申し上げますので、農業集落排

水事業特別会計予算の１７ページをお開きください。 

 歳出の特異的事項と、財源内訳についてご説明申し上げます。 

 １款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきましては、当会計に属する職員１名分

の人件費及び管理的物件費等となっており、特異的な事項はありません。２目施設管理費につ

きましても、１８ページの１３節委託料８９３万４千円はじめ、２施設に係る通常の維持管理

費となっております。 

 １８ページ、２款事業費・１項農業集落排水事業費・１目農業集落排水事業費につきまして

は、先ほど主要施策でご説明した、町単独事業及び下水道台帳整理を行う委託料を計上してお

り、特定財源のその他１０万円は、農業集落排水施設分担金となっております。 

 １９ページ、３款公債費につきましては、地方債の元金及び利子合わせて７,３１６万６千円

を計上しており、財源のうち７,３００万円は、特定財源となる一般会計からの繰入金となって

おります。 

 ２０ページから２７ページにつきましては、職員１名分の給与費明細書であり、一般会計と

同様の内容、様式となっておりますので、説明を省略させていただきます。 

 続いて、２８ページをご覧ください。本表は、地方債の現在高調べとなっております。区分

は下水道債、特例債、過疎債であり、合計欄でご説明いたします。前々年度、平成２２年度末

現在高は、７億７,２６２万６千円。前年度、平成２３年度末現在高見込額は、７億１,３７５万

５千円。当該年度、平成２４年度の元金償還見込額は、５,５１０万３千円。当該年度末、平成

２４年度末の現在高見込額は、６億５,８６５万２千円となる見込みであります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、９ページにお戻りください。 

 歳入につきましては、前段の審議資料においてご説明申し上げましたので、総括表でご説明

申し上げます。 



 102

 ２款使用料及び手数料、５款繰越金、６款諸収入の合計、３,８５８万５千円が一般財源であ

り、１款分担金及び負担金、３款財産収入、４款繰入金、合わせまして、７,３１０万５千円が

特定財源となります。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第３６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計予算について。焼酎事業所副所

長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 すでに上程されております、議案第３６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計予算につ

いて、ご説明申し上げます。 

 予算説明書のうぐいす色の仕切りの次のページ、３ページをお開きください。 

 第１条第１項につきましては、歳入歳出予算の総額を、それぞれ６,７７２万５千円と定める

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いたします。 

 第２条につきましては、一時借入金の限度額を２千万円と定めるものです。 

 続きまして、別冊の予算審議資料でご説明いたしますので、審議資料のうぐいす色の次の１

ページ、予算総括表をお開きください。 

 平成２４年度の歳入歳出予算額の合計は６,７７２万５千円であり、前年度との比較金額では

３００万５千円の減であり、前年度対比で９５．８パーセントであります。歳入の款別におけ

る前年度比較金額の主な内容について申し上げます。 

 １款財産収入は、前年と同額であります。販売内訳につきましては、３ページの平成２４年

度焼酎等製造販売計画表の２．販売計画に記載のとおり、販売本数につきましては、焼酎製品

で７万６６０本、水製品で９千本であり、販売額の合計は６,７２０万円で計画いたしておりま

す。２款繰入金は、３００万円の減額であります。３款繰越金は、前年度同額。４款諸収入は、

５千円の減額であります。 

 次に、歳出の款別における前年度比較金額の主な内容について申し上げます。 

 １款総務費は、２４９万９千円の増額であります。内訳としましては、給料１５万円、共済

費５４万２千円、賃金１６３万８千円、手数料１８万４千円の増などとなっております。２款

製造費は、５５０万４千円の減額であります。賃金で２３万１千円の減、需用費で２８０万５

千円の減、役務費で１６万４千円の減、原材料費で３０万５千円の減、公課費で２０２万３千

円の減などとなっております。また、製造数量につきましては、３ページに記載のとおり、１

４回仕込みでアルコール分２５度換算数量で２５キロリットルの製造を見込んでおります。３

款公債費は、前年度と同額であります。 

 ２ページをお開きください。２ページは各款における性質別・節別予算分類表であります。

説明は省略させていただきます。 

 続きまして、予算説明書の事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、うぐいす色

の焼酎事業特別会計の１７ページをお開きください。歳出の説明につきまして、主なものにつ

いてご説明いたします。 
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 １款総務費・１目一般管理費は、職員２名の人件費と管理用の物件費であります。 

 ２款製造費・１目醸造費は、じゃがいも焼酎など１４回仕込みの製造経費分と、瓶詰め経費

及び酒税などの物件費であります。 

 ２０ページの３款公債費の３万円は、一時借入金利子であります。 

 ２１ページから２８ページまでは、当会計２名分の給与明細費であり、一般会計と同様にな

っておりますので、説明は省略させていただきます。 

 次に、歳入のご説明を申し上げますので、９ページにお戻りください。総括表によりご説明

いたします。 

 １款財産収入につきましては、審議資料の歳入でご説明いたしました。１款財産収入、２款

繰越金、３款諸収入、いずれも一般財源であります。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、各会計予算の説明が終わりました。 

 昼食のため、１時まで休憩といたします。 

                              休憩 午前１１時４６分～ 

                              再開 午後 １時００分 

○議長（村尾富造君） 

 午前中に引き続き、会議を続けます。 

 一括議題となっております、議案第３０号から議案第３６号までの各会計予算について、質

疑を行います。 

 質疑の進め方について、事務局長に説明させます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（柏木繁延君） 

 （審議の進め方 説明） 

 

○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３０号 平成２４年度清里町一般会計予算について、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。 

 １款議会費・１項議会費・１目議会費。４１ページから４２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問がありませんので、次に移ります。 
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 ２款総務費・１項給与費・１目職員給与費。４２ページから４３ページ。 

 

○２番（池下昇君） 

 ２款総務費・給与費・職員給与費の問題についてお聞きします。今回、国家公務員が２年間、

７．８パーセントという給料の引き下げが決まりましたけども、今般、特別職においても給料

を下げると決まったのですが、この７．８パーセント下げることによって、地方公務員であり

ます、清里町の職員に関してはどう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） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今の、職員の給与に関するご質問でありますが、国家公務員におきましては池下議員ご

指摘のとおり、国の給与法の改正によりまして７．８パーセント引き下げになっているところ

でございます。ただ、地方公務員におきましては自治体が法の主旨を踏まえて自主的かつ適切

に対応するということで附則が盛り込まれております。これに沿って、今後は他の市町村の動

向等を見極めながら、検討してまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にありませんか。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 総務費の一般管理費の４３ページですが、７節の賃金に関してお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 科目が違いますので、後ほどお願いします。 

 

○２番（池下昇君） 

 分かりました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ２項総務管理費・１目一般管理費。４３ページから４４ページです。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ７節の賃金に関してお伺いしたいと思います。これは、総体的に臨時職員の給料だと思うん

ですが、各職種を通じて、通年雇用となる現在の臨時職員は、今現在、何人くらいおりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 通年雇用の臨時職員におきましては、現在事務職員が３名、教育委員会の特別教育支援員、

図書に勤務いたします図書館職員、保育士、栄養士、札弦・緑支所の嘱託職員等で１３、１４

名いるかと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 その内、１年以上にわたってずっと使っています臨時職員の方は、何人ぐらいいるんですか。

１年以上続けてということで。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 現在、７名でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ７名いるという話なんですが、法律上定められている臨時職員の雇用期間というのは何年な

んですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 町の場合、臨時職員の雇用にあたりましては、４月から９月まで、それから１０月から３月

までということで、１年ごとの契約でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ということは、法律的には一切違反はしてないと、理解していいですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 契約期間は６ヶ月ごとで定めていますので、法律違反ではございません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 平成２６年度に８０人体制ということで、櫛引町長も謳っておりますが、正職の人数を限定

して、一方では、安い賃金で臨時職員をずっと雇用しているというのは、地域の雇用のあり方

としては問題があるのではないかと、私は思うのですが、その辺いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 臨時職員の雇用につきましては、あくまでも、職員の補助職員という立場で働いていただい

ております。それと、保育所については保育時の子どもの数とか、今は障害を持った方が保育

所に入っていますので、それで加算しているとか、そういうところで働いてもらっております

ので、職員の体制については、自立計画の８０名体制に向けて進めているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、よろしいでしょうか。 

 質問が無ければ次に移ります。 

 ２目財産管理費から３目地籍管理費まで、一括質疑をいたします。４４ページから４６ペー

ジです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 財産管理費の１３節委託料のＰＣＢの廃棄物処理業務委託料。ＰＣＢはどこの何を処理する

ものですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 
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 このＰＣＢの廃棄の委託に関しましては、旧清里中学校のコンデンサー、元の役場のコンデ

ンサーで、昭和４４年、４６年に設置したＰＣＢが入っているコンデンサーを処理するもので

ございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 各議員にお願いしますが、質問の際にマイクを口元へ持ってくるようにお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ４目広報費から５目自治振興費まで、一括質疑します。４６ページから４７ページでござい

ます。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 １３節の委託料について、ホームページサイト維持管理委託となっているのですが、最近、

町のホームページを見ていますと、更新されていないものがたくさんある。それを踏まえて、

町のホームページの管理責任というのは、どこが行っ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） 

 ホームページの管理の件でございますが、総務課で所管してございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私、町民協働の基本というのは、やっぱり情報の共有だと考えているのですが、今、このホ

ームページの状況を見ながら、全面的なホームページの見直しとか、情報の共有の見直しが必

要になってくるのではないかなと考えていますが、その辺はどうですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ホームページの更新でございますが、今の画面、今の態勢で、随時新しい情報を、町民に１



 108

人でも多く利用していただくように努めてまいりたいと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） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 自治振興費の中の交付金でありますけども、まちづくり地域活動の中で毎年言われている、

敬老会の関係なのですが、評判は悪いということを聞いていますが、ここで挙がってきている

ということは、当然、自治会等で集約されて出てきたと思っています。今年についても実施す

るということが自治会と決まっていると、私は理解する訳でありますけれども、これからどう

進んでいくのか、ちょっと確認をしておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今ご質問がありました、敬老会事業の関係でございます。この事業につきましては、昨

年度、連合会ともいろいろ調整をしながら、見直しを実施してきているところでございます。

ちなみに、平成２３年度の実施に関係するものでございますが、全部で２９自治会の内、２０

で実施をしてきているとのことでございます。自治会の開催率といたしますと、約７０パーセ

ント近い自治会が、敬老会を何らかの形でも実施している状況でございます。 

 なお、各自治会の対象者数でいきますと、７７１名対象で、この内、開催自治会の対象者は

約６４７名ということで、その内、敬老会に参加されている方が約３７０名で、全体で言いま

すと、約５割近い方が敬老会なりに参加していると。尚かつ、開催している自治会においては、

約６割近い方が参加しているとのことでございます。 

 今後、昨年度見直しを行っておりますので、このままの形で、敬老会等を各自治会でやって

いただけるように、進めていきたいと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 実績は理解いたしましたけれども、その中で、その次の年もやれるのか、そこら辺を把握し

ているのかなと。実際１回目はやってみた。ただ、大変な苦労をしてやられていたということ

を聞いている訳でありまして、それを毎年続けられるかという心配があったので、そこら辺の

見通しを聞かせていただければ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 
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○町民課長（澤本正弘君） 

 今、実績をご報告したのですが、これは平成１７年度からずっと始まってきている事業であ

りまして、大体概ね２０から２３ぐらいの自治会が、ずっと同じような形で実施をしてきてい

るという状況でございますので、各自治会ともいろいろ協議しながら、今後とも進めてまいり

たいと考えてございます。 

 

○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） 

 無ければ次に移ります。 

 ６目交通安全対策費から７目防災対策費まで、一括質疑します。４７ページから４８ページ

です。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 ７目の防災対策費について、質問したいと思います。前年度から見ると、予算付けはされて

いない訳で、町長の執行方針の中にも、防災に対する部分は幾分か載っている訳なんですけど、

昨年３月１１日に大震災がありまして、あってはならないことなんですけど、ああいうことが

起きまして、どの町もおそらく、防災に対する意識というのは、より強くなっているのではな

いかと思います。うちの町においては、過去にそんなに大きな災害は無い訳ですけど、いつあ

るか分からないという中では、どんな形においても、備えは十分にしておかなくてはいけない

と感じる訳でございます。そんな中で、昨年は標高の表示とか、そういうものもされたんです

けど、準備となると、なるかどうか分からないのにお金をつぎ込むのもどうかと思いますけど、

やっぱり備えをという部分では、防災の備品とかの整備は、この間の新聞においては、意外に

町村の中で不備が目立つということも聞いておりますので、そこら辺のことについて、うちの

町はどのようになっているか、お知らせしていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 防災対策についてのご質問でありますが、本町としては、防災備品として清里の役場、ある

いは町民会館、札弦センター、緑センター等に、それぞれ食事と言いますか、例えば清里であ

れば３５０人分、札弦であれば１５０人分、緑においても１５０人分、その他に毛布、発電機

についても、それぞれに１箇所ずつ設置しておりますし、ストーブ、ライト等、衛星電話、簡

易式トイレ等を設置してございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 



 110

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 いろんな形で備品の整備もされているということですけど、今聞く限りでは、どのくらいの

物の備えが十分だという見解なのか、ちょっと分かりませんけど、ある程度の物は備えられて

いると。そうなった時には、やっぱりもう少し補充もしていかなくてはいけないと感じる訳な

んです。災害になった時に、今回は東北の方では地震、さらにプラス津波ということで、そう

いうもので被害を被ったのですけど、現在、うちの町の中で防災というのは、どのようなこと

を想定しているのか。やっぱり大きな地震が考えられる訳ですが、どのようなことを想定され

て備えを準備しているのか。そこら辺のことがありましたら。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今の、どのようなことを想定してというご質問でありますが、本町の場合、やはり地震とか、

暴風雨、豪雪、その辺を想定した中で、それぞれ備蓄等をし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） 

 当面、考えられるような部分で災害となりますと、そのぐらいのことなのか。そういう部分

では山もありますから、山が崩れるようなことは無いかと思いますけど、まず、いろんなこと

を取り組んでいただく。外からも、ここの町に住んでもらうような取り組みもしている訳です

から。やっぱり何と言っても、安全を確保するという観点に立った時に、災害に強いまちづく

りと言うか、それは、住民の意識も含めてそうなんですけど、そういうことに一つ傾注してい

ただきたいなと申し上げて、終わりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 災害が起きた場合の対応について、申し上げたいと思いますけど、本町の場合は、今年の１

月に、地元の建設業協会と災害における協定書を結んで、清里町で公共施設に災害があった場

合については、建設業協会の会員が、町の指示に基づき災害救助、あるいは物資の提供、それ

から重機、それから人などを提供していただけるような体制を組んでございます。それと併せ

まして、昨年の９月には、北海道コカコーラボトリングと災害の協定を結んでおりまして、札

弦パパスにある自動販売機、清里の生涯学習センターにある自動販売機については、災害の場

合については、被災者に対して無料で提供することとなってございます。そういうことで、今
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後とも防災等の対策を講じてまいりたいと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） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 関連でありますけども、今の災害とか防災のために、町として無線機は何機ぐらい持たれて

おるのか、ちょっと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） 

 町といたしましては、防災備品として衛星通信による携帯電話３機を所有してございます。

あと、その他災害等については、当然、消防の災害無線等も活用してまいりたいと考えており

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ３機ということですけども、やっぱりこれは、もう少し見直すと言いましょうか、考えた方

がいいんではないかと思うのですが。他町村のことを言うのはなんですけれども、話を聞きま

すと、その３分の１にも達してないんじゃないかなと、私は思っているんですけど。やっぱり

無線機なんかにしても、３機あればいいというようなものではないと、私は思うんですよ。他

町村から見て少ないのではないかと、私は指摘しているのですが、どうですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 災害の場合、衛星携帯電話３機ということでございますけど、やはり消防無線とか、それか

ら、災害の場合、直ちに携帯等が使えなくなるかどうかも、いろんな地域的な災害もあります

ので、そういうことで、今現状の機器で対応してまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問が無ければ、次に移ります。 

 ８目町有林管理費。４８ページ。 

 田中誠君。 
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○８番（田中誠君） 

 １３節、１５節。これについては、町有林の道路整備とか、除間伐ということで、これは理

解してよろしいんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 委託料２２６万３千円につきましては、今年度、町有林管理計画を策定することから、施業

計画を策定する上での林分調査を実施するに係る経費が、主なものとなっております。工事請

負費の１４５万３千円につきましては、ただ今、田中議員の方からお話がございましたように、

江南町有林の除間伐事業などに係る経費でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 管理費とはちょっと離れるのですけども、ついでにちょっとお聞きします。先月、所管の委

員会で、カラマツの有効活用ということで、視察に行ってきました。その中で、集成材または

特殊な技術を持って乾燥してねじれを防ぐ、そういう製材等で住宅を建てられると。そういっ

た家具と言いますか、その他、いろんな活用方法が最近は技術も進んでなされている訳です。

そういった中で、うちの町も６０年を過ぎたカラマツ材が、５０町ぐらいあると認識している

訳ですけども、今後、端的に切って、年数が経ったら伐採してチップ材にすると。そういうこ

とが今までなされてきたような気はするんですけども、今後、うちの町も、せっかく６０年か

けて育てた木を、もうちょっと有効活用できるような検討が、町側としてなされているのかど

うなのか。今後、そういう検討に入っていく考えがあるのかないのか。それをお聞かせ願いた

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） 

 町有林のカラマツ林の有効利用につきましては、先の一般質問等でも質問がなされまして、

町長が答弁しているところでございますが、町有林管理計画を策定する中で、今まで６０年間

なりかけて保育してきた町有林を、皆伐するのかどうか。皆伐するにしても、何年計画でする

のかとか、切った木材をどのように活用していくかということにつきましては、今年度策定い

たします、町有林管理計画を策定する中で、十分に検討してまいりたいと、このように考えて

おりますので、よろしくお願いします。 
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○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 そういったことで是非進んでいただきたいなと、私も思う訳であります。今現在、お聞きし

ますと、一般の材を使うよりも少し割高になるとか、そういう問題もある訳ですけども、せっ

かくの貴重な財産ですので、有効活用を望んでいるところで、是非そういった方向で進んでい

ただきたいと、要望しておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 管理計画を策定する上で、十分検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 町有林管理費の中で、ＧＰＳ購入ということで２００万円計上されていますけれども、この

詳細について、お知らせしていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 備品購入費・器具購入費３００万につきましては、ただ今ご質問ありましたように、ＧＰＳ

購入に伴う予算額でございます。ＧＰＳにつきましては、町有林の効率的な管理を行うために、

座標点をもって、このＧＰＳ機器を持って行くと、測量の境界などが、かなり近い所で精度的

に測れるという優れものでございます。農協などでは、農業の畑を測量するのに使っているも

のでございますので、現在は、町におきましても３名とか４名が行きまして、平板測量で測量

しておりますが、精度もかなり低いということから、今回、北海道の１５０万円の補助金をい

ただきまして、この器具購入を進めているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ということは、人的平板測量に比べて、かなり透視効果がいいということで、捉えてよろし
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いのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 測量の精度もかなり高く、また、人的にも少ない人数で効率的にやれるということで、購入

するものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ただ今の、田中さんの質問の関連なのですが、この町有林の計画ですが、来年から整備計画

がきちっとされていくということです。それにあたりまして、公営住宅長寿命化計画の中で、

公営住宅は今後、２６年から木造での計画がある訳ですが、大切な町有林を、来年度からそう

いう管理をしていく中で、いつ伐採をしていくのか。あるいは有効利用していくのか。と同時

に、２６年から町営住宅の木造計画がある。こういう形の中の活用、あるいはその辺について、

それぞれ課が違う訳ですが、一体となった町有財産の使い方、そういうものに関して、どのよ

うに捉えているのか、お伺いをしておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町有林のカラマツ林の有効利用につきましては、角材として使用する方法もありますし、集

成材とかに加工する方法も、いろいろあります。どのような形で利用していくかということに

なる訳でございますが、地元企業でやっている所もないこともありますので、どういう形で加

工するなり、原木で使うなりの方法があるのか、十分確認しながら検討し、進めてまいりたい

と思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 言葉では分かるのですが、期間がもう限られている訳です。来年から整備計画をしていく。

２６年から公営住宅は木造計画もある。今、課長が言われましたとおり、ラクヨウの集成材、

あるいはいろんな部分でいっても、多少コストは高くなっていく可能性も十分にあるけども、

強度やいろんなことを踏まえて、柱だけでなく外壁としても可能なのか。あるいは清里には札

鶴ベニヤ等もありまして、そこで使っている内装材というものもある。どういう形で、上手に
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使っていくことができるのかというのを、産業課の立場、そして建設課の立場と、いろんな角

度があるかと思いますけれども、町としての基本的な考え方を、後手にならないように、前向

きに検討を進めていっていただきたいと思います。議会の中で昨年の暮れ、それと先月の２回、

この林業関係に関しての事務調査を行ってきた中では、何とか使える方法、検討すべき内容が

含まれているのではないかという認識を持っておりますので、是非積極的に取り組んでいただ

きたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 議員の皆さんで、浜中の方においでになって視察したというのは、お聞きしております。浜

中では、小枝までカラマツを無駄にしないということで、町こぞっての工場であるとお聞きし

ております。このカラマツについては、木造に使用するというのは、昔からいろいろと難題が

ありまして、いわゆるねじれをどうするか。そのためには、釜に入れてヤニ抜きをしなければ

いけないとか、集成材であればどうだこうだという、いろんな問題、課題がありまして、今、

浜中の方に問い合せて、僕のルートで調べてはいるんですけれども、ある町では、カラマツで

住宅を造っているという町もございますので、その辺も参考にしながら、今後検討させていた

だきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 先ほども言いましたように、後手にならないように。是非、木造でやっていく中での取り入

れ、全部使えとかということではないと思いますので、内装材については札鶴もありますし、

十分に協議をして、前へ進めていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長 

 カラマツにあっては、議員さんご承知のとおり、町内には材木製材会社がございませんで、

あるとすれば、いわゆる内装材。内装材については、カラマツは表面には使ってございません

で、中に使っている場合もございます。カラマツを表面で表現してというのは、なかなか難し

いのか、製品として無いのが現状でございますので、その辺も含めまして、どこまで利用出来

るのか、２６年から公営住宅を木造にするという計画もございますので、その辺も十分検討さ

せていただいて、進んでいきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、副町長の答弁の中で、１点確認しておきたかったのですけども、確かに町内には製材業

者はございませんけども、造材業者はございます。浜中町を議員有志で見学してきたのですけ

ども、今の答弁の中に、６０年の無垢材のカラマツ材を製材している業者さんを見学してきた

訳なんですけども、北海道にはただ今、２社しかありません。その中にかなり高度な技術があ

りまして、地材地消という言葉で、地元の材は地元で何とか活用しましょう、地産地消と同じ

ですけども。そういった意味で芯抜きという新しい技術があります。そういうのもしっかり見

聞をしてきた中で今、加藤議員もおっしゃったように、トータルにうまく活用して、あるいは

今、公住のストック計画の中で、新しく木造住宅も認めるという話があったんですけども、同

様に本来であれば、定住あるいは移住促進住宅に対しても、やはりその部分の材も何とか使っ

ていただきたいという部分で、何とかそういう工夫なり、アイディアをやはり構築して、進め

ていって欲しいので、そこら辺は重々検討協議して、前向きに取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 カラマツについての研究等々が進みまして、芯抜きにすればねじれがないということもお聞

きしておりますけれども、その辺も十分検討させていただいて、遅れを取らないように皆さん

ともご協議しながら、進めてまいりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他によろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９目支所及び出張所費から１０目緑センター費まで一括質疑いたします。４８ページから４

９ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １１目顕彰費から１２目報酬等審議会費まで一括質疑いたします。４９ページから５０ペー

ジ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 １３目職員福利厚生費。５０ページです。 
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 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 この職員厚生の中の健康診断。これは非常に大切なことなのですが、どういう形でどこの病

院でされているのか。この辺について、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 職員の健康診断についてでございますが、健診の内容につきましては、大きく分けまして、

４０歳以上の健康保険法と労働安全法に基づく健診と、それ以下の若い人の健診とで分かれて

ございます。今、４０歳以上の特定健診については網走厚生病院、小清水赤十字病院、クリニ

ックきよ里でございます。それから、若い年代の人と臨時職員につきましては、クリニックき

よ里で行っているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今、厚生病院から清里のクリニックも出たのですが、その実際の内訳の人数等について、お

知らせをしていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 すぐ出ないようでしたらよろしいです。問題は、クリニックきよ里も先生が新しくなりまし

た。そして、その健康診断は、毎年行われていくのだろうと思いますが、今の医療、医学は進

んでおりまして、血液検査で７割、８割の健康状態が分かる。そして、クリニックきよ里にも

ＣＴもあります。そういう形の中で、地域医療やそういう環境で、やっぱり少なくても医療を

進めようという中では、役場の職員が率先して、できれば町長、副町長、総務課長は自信を持

って、清里のクリニックに行って健康診断を受けると。そこで再検査しなさいって言われたら、

他に行くっていうぐらいの姿勢もあってもいいのかなと。この辺について、一つ見解をお聞か

せ願いたいと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 
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 健診の関係でございますけれども、４０歳以上の健診については、北海道市町村共済組合と

町の健診料の負担となっておりますので、先ほど言いました厚生病院、日赤、クリニックきよ

里につきましては、共済組合で指定されている病院でございます。それと、特に女性職員等に

つきましては、婦人科検診も併せてやるということで、やはり厚生病院を利用する方もおられ

ると思います。基本的には加藤議員ご指摘のとおり、地元の医療機関を使って、地域医療を確

保していくのが基本だと存じております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 数字は聞きませんでしたけれども、すぐは出てきませんようですけども。ただ、それをでき

れば少しでも、前向きな方向に進めていくように努力をして、逆に、町民の皆さんに啓蒙を図

っていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 健診の場合、役場の臨時職員も対象になります。それで、これは実績でございますが、網走

厚生病院においては３６名、小清水日赤においては２４名、清里については、臨時職員も含め

まして４２、４３名かと思います。ご理解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。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 １４目総合庁舎管理費。５０ページから５１ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 １５目行政情報システム管理費。５１ページから５２ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １６目管内町村公平委員会費。５２ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 
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 ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 ２款総務費・３項開発促進費・１目企画振興費から２目土地利用計画費まで一括質疑いたし

ます。５３ページから５４ページ。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 定住移住の新規事業、この辺に関して進めていく訳ですけども、十分にこの間の委員会の中

で言われていた、いろんな問題点が提案された部分について、提案されたことと全く同じよう

な方法で取り進めていくのか。少しは前向きな方法と言いますか、その辺について。前回言い

ました、高齢者の部分についてもあったと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 定住移住支援事業の件のご質問でございますが、この間、常任委員会で概要等をご説明いた

しまして、その中で、確かに６５歳未満を対象としておりまして、その点はお話があった訳で

ございますが、町といたしましては今、少子高齢化ということで、清里町においても人口の３

分の１以上は高齢者が占めている現状を踏まえ、できるだけ若い方に清里に住んでもらうとい

うことで、６５歳以下に限定してまいりたいと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） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 意味は分かるのですが、清里に住んでいる人達も、どんどん高齢化が進んでいく訳でありま

して、６０歳から７０歳、７５歳ぐらいまでは、本当にこれからこの町で、中心的に一生懸命、

いろんな形で活動していってもらわないとならないと思うんです。むしろ、若い人よりはそう

いう人達の方が、地元での消費・購買というのは、定着するような気がする訳でありますが、

高齢者には負の部分も確かにあります。社会保障やいろんな部分でありますけども、都合のい

いところだけをお願いして、それ以外の人はいりませんというようなことで、本当に交流と定

住を真剣に考えているのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（島澤栄一君） 

 移住定住の関係でございますが、決して高齢者はいらないとか、そういうことではありませ

ん。支援する補助対象としては６５歳未満の方を対象としてまいりたいと考えてございます。

そういうことで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 例えば、６５歳何ヶ月が駄目で、６４歳は良いという話になるのですか。そういう差別が必

要なのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 移住定住施策を講じる場合については、施策によっては当然、年齢制限等も出てくるものも

あろうかと思います。そういうことで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ３目花と緑と交流のまちづくり事業ですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 まだ早いので。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 話がちょっと変わるんですけど、新築はいいんですけど、中古住宅の部分については、町と

してどのくらい把握されているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 中古住宅の把握でございますが、現在住んでいる家でも、その人が転出するとか、何らかの

状況によって中古になる場合もございますし、中には、中古住宅でも住めない住宅等もござい
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ます。ただ実際、何軒程度がこの中古住宅に回ってくるかは、実際のところ把握できていない

状況にございます。そういうことで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 この事業のところで、こういう質問に移っていいのか分からないのですが、中古住宅の把握

はしていないと。札弦、そして緑にも、かなり住まわれていない住宅があって、朽ち果ててい

るというのもあります。人の財産ですから、勝手に始末をするようなことにもならない訳なん

ですけども、町内においても、意外にそういうものが段々目立ってきている。しかし、把握さ

れていないということで。個人のものですから、対個人で契約して住める所は住みますけど。

そこら辺のことや空き家の処理も含めて、どんな考え方を持っているのか、聞かせていただき

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） 

 この中古住宅と若干関連しますが、空き家ということで１２月の定例町議会で質問もあった

かと思います。正式な数を今は押さえてございませんけど、確か１５０軒程度あったと思いま

す。その住宅については、どちらかと言うと、老朽化して住めない住宅を空き家として拾い出

しておりますので、ここの中古住宅とは、一概に一緒にならないかと思います。そういうこと

で、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 １５０軒ほどの住めない住宅があると言うんですけど、これらについてどうなんでしょうか。

朽ち果てた時には本人に対して片付けの命令とか、そういうものを町側としては出したりして

いるんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 具体的にはうちの方で壊してくださいとか、整理してくださいということは、個人に対して

まだ言っておりません。ただ、持ち主も分かって、住所も分かっている方で、何とか処理して

もらいたいというのは、私が町民生活課長の時には２件ほどございましたけれども、他につい
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ては、なかなか人の財産ということもありまして、どこまで踏み切れるかというのはなかなか

難しいです。どこかの市では、公費を使ってやったところもありますけれども、最終的には、

税金を使って人の財産を整理するというのは、いかがなものかというのもありますし、やった

としましたら、整理して、その分を持ち主に請求するということをやっている町村もあろうか

と思います。ただ、その金額を取れるかというのは、また別なお話でございますけれども。危

険で町民・住民に危害を与える状況であれば、何らかの方策を取らなければいけない場合もあ

ろうかと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、人の財産なのでという話もありましたが、当然、危険であれば何とかしなくてはいけな

いと思いますけど、ただ、皆さんもご承知のとおり、特に緑はほとんどメインストリートが空

き家だらけの状態で。うちの町も、花と緑と交流のまちづくり事業で、景観に関してはいろい

ろ努力をされている中で、片方では手を付けないでどんどん朽ち果てていくというのは、好ま

しいことではないと。そういう中では、放置されて何年も経っていて、おそらく今後帰ってき

て住む意思もないとなれば、ある程度の対策を取っていかなくてはいけない時期にきているの

ではないかと思う訳ですけど、そこら辺についてお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 確かに議員がおっしゃるとおり、花と緑と交流の町を提唱している本町におきまして、あま

りにもひどい、あるいは危険であると。この「ひどい」という表現も、新聞にも書いてありま

したけれども、これは私の財産ですと主張する方もいらっしゃるし、なかなか難しいんです。

それで、空き家の実態調査と持ち主の調査をさせていただいて、検討させていただきたいと思

いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 その関連ですが、個人財産で大変難しいと。これをどう進めていくかということでは、条例

化をしていくのか、あるいはそれを避けながら対策をしていくのかによって、大きな開きが出

てくるような気がしますが、この辺を現時点でどのように捉えているのか、ちょっとお伺いし

ておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 現時点では条例化をするかどうかについては、まだ検討もしてございませんが、ただ、加藤

議員がおっしゃったように、かなり難しいものだと思います。先ほど言ったように、我々が見

て、これはもうひどい家屋だなと思っても、「それは失礼だ。私の財産だ」と主張する場合も

ありますので、これはなかなかシビアな問題かと思いますので、十分に検討させていただいて、

最終的には条例化になるかも知れませんけれども、まずは実態を調査させていただいて、どの

ようにするのが我々の町にとって一番の得策なのか、検討させていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 個人財産で難しいと言いましたけども、条例化をしないと果たしてどうなのか。やっぱり危

険が押し迫って、町民が被害を被るような環境になっても、今、副町長の言われる個人財産だ

からということで手を付けられない。でも、その後のことも考えると、どこかの時点ではそれ

に手を付けざるを得ない時に、そのことを条例化しないで、本当にできるのか。その辺につい

ての考え方はどうなのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 たとえ条例化したとしても、その上位法令というのがあります。基準法とか民法とか。そう

なりますと、なかなか裁判的にも難しいと思います。町の条例で整理できるものはあろうかと

思いますが、その辺も含めて検討させてください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３目花と緑と交流のまちづくり事業費。５４ページから５５ページです。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 先ほどは失礼いたしました。３目の中の１９節負担金の高校生海外派遣研修事業補助で、今

回かなり計上されています。この事業に付随して、引率する先生等も発生すると思いますし、

算出根拠等々あると思うんですけども、そういう部分も兼ねて詳細を説明していただきたいと

思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ただ今のご質問の、高校生の海外派遣研修事業でございます。これにつきましては、従来、

中高生で実施しておりましたが、平成２４年度から高校生に特化いたしまして実施いたします。

第１学年の生徒を対象としまして、ニュージーランドのモトエカを中心に派遣をしていくとい

うことで、内容等につきましては、現在行っております中高生と同じ内容。捉え方といたしま

しては、社会教育事業の一環として捉え、高校の支援も含めて実施をしてまいりたいと考えて

おります。人数につきましては、第１学年の生徒、また２４年度につきましては、制度の移行

期間ということで、今の１年生はその制度から漏れてくるので、第２学年につきましても希望

する７名につきましては、１年生と合わせて派遣をしていきたいと。あくまでも７名の上限の

中で、希望する生徒を含めてまいりたいと考えております。また、引率等につきましても、今

年からは高校生だけになりますので、清里高等学校から教員２名を派遣して同行していただく

と。また、町教育委員会につきましても、職員１名並びに英語指導助手が同行することで予定

をしているところでございます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 １３節委託料なんですが、２項目ございます。この２つの説明をしていただきたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 花壇設置等業務委託料につきましては、道道、公共施設、学校施設など、いろんな所に花壇

が長年にわたり整備されまして、美しいまちづくりが進められてきている訳でございますが、

それらの花壇設置に係る委託料でございます。２段目の器具等製作業務委託料につきましては、

本年から町の出入口、例えば、竹端さんの辺りとか、レストハウスの辺りに、清里は庭園のま

ちづくりをやっていると分かるように、少し大きなプランターなどを設置してまいりたいとい

うことで、それらに係るプランターの設置費用として７４万８千円を計上していきたいという

ものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 
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 最初の花壇設置業務でありますけども、これは、場所と個数は分からない訳でありますが、

これも昨年の予算と金額は違う訳でありますが、前回はシルバーと言っていたような記憶をし

ているのですが。それが違ったら申し訳ないんですが、業者に頼んで設置をすると理解してよ

ろしいのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 本年につきましても、昨年と同じような形で、シルバーに委託をしてまいるものでございま

す。それで、先ほど申し忘れましたが、さくらの山の植樹祭に関する苗木などの費用も、この

１００万２千円の中に含んでいるということで、申し上げます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 シルバーの方にやっていただいている部分については理解しますが、私が誤解していたら申

し訳ないのですが、業者にお願いをして花壇を設置するという動きがあったと思ったので。毎

年毎年、花を作っていただけることについては、いろんな方に協力をしていただいて、花緑事

業は大変理解をする訳でありますけども、わざわざ花壇と言うか、大きな鉢を業者にお願いし

て、そこにドンと置いて、それにお金を払う。私の捉え方が間違っていたら申し訳ないですが、

そんなことの無いようにお願いをしたいと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 もう少し詳細にご説明申し上げますと、花壇整備のプランターなどの設置・撤去。それから、

モデルガーデンの駅前とか、役場前にありますプランターの設置・撤去。緑の植樹事業などの

シルバーにお願いする分などの経費として、１００万２千円を計上しているものでございます。

さらに、道道沿いだとか、公共施設の花壇につきましては、それぞれの里親になっていただい

たり、それぞれの施設の職員の方々に、管理運営をしていただいているものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 関連で質問をしたいと思いますが、ただ今の器具製作委託料の中での説明で、少し大きいも

のを造って設置をしたいという言葉があった訳ですが、その設置もシルバーにお願いするとい
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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） 

 プランターの器具が大きい物でございますので、設置についてはシルバー以外の機械力のあ

る所に設置をお願いしていく考え方でおります。なお、花の植付け、日頃の維持管理等につき

ましては、シルバーにお願いしていきたいと考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 大きなものは機械のある所に委託をしていくというご答弁だった訳ですが、それは、トータ

ルとしてその経費に、どれだけの予算を立てているのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 プランター、看板設置委託含めて、７４万８千円を計上していきたいというものでございま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ということは、シルバーで設置しているお金っていうのは３０万ぐらいということですか。

それ以外は、重機のある所に委託をしていくと理解して良い訳ですか。そうなってきますと、

この花緑事業は、私は美しさと同時に、シルバーなどに対する雇用も非常に大切だと思ってい

ます。今回、大きなプランターを造ると。でも、それを移動する、置いたり撤去するのにかか

る経費が７０万。そして、花や花壇を整備していく金額をみた時に、私はやっぱり、協働・共

生という一つの観点から、長続きする花緑事業にしないといけないと。やっぱり花代とか、そ

ういうものを努力する。あるいは草を取ったり、水をあげたりということも、皆ができる状態

にする。重機を頼まないと設置ができない。重機を頼まないと撤去ができないのではなく、で

きれば、シルバーの男の人２人ぐらいで、持って置けるような形の、効率の良いと言うか、皆

に広がっていくような、そんな形の展開というのが必要な気がするんですが、その辺について

の考え方。これは、大きな転換だとも思うのですが、この辺は。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 設置等につきましては、シルバーとか、大型機械を持っている所に委託していきたいという

ことでございますが、例えば、役場前に置いている１メートル近くの大きな花を植える鉢があ

りますが、あれも大人４人ぐらいでも持ち上げることができないぐらい重い物ですので、白い

プランターに入っているような物は、本当に手軽にできますが、役場前にあるような大きなプ

ランターでも３つ、４つを一緒にして、少し大きな物にしようとしますと、到底、人力ではで

きないというものでございますので、機械力のある所に重たい物については委託をして、進め

てまいりたいと考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ですから、確かに大きければきれいですけども、そこにかける経費よりも、もう少し、花を

植える方にお金をかけた方がいいんじゃないですか。大きいプランターを置かないと、花緑の

推進はできないのですか。むしろ花をたくさん植えて、小さなプランターをシルバーやお年寄

りや、そういう人達にやってもらう方が大切じゃないですかと言っているんです、私は。設置

費用、撤去費用に重機を使って、それを永遠に続けていくのですか。その経費が年間７０万だ

という説明なんですが、１０年経つと７００万なんです。長続きするまちづくりをしていくた

めに、本当にそういう方法を続けていって良いのか。小さなプランターで花を植えていく方法

を考えた方がいいのではないですか。この辺の考え方について、もう一度お伺いをいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 花緑事業につきましては、十数年前から始まりまして、町内におきましては小さなプランタ

ー等も含めまして、きれいなまちづくりが進められてきておりますので、今年度は少し大きな

物を設置しまして、さらに花緑事業を大きく進めてまいりたいということで、今年は７４万８

千円の委託料を組んでいるところでございます。小さなプランターでの清里町内の全ての公共

施設や道道沿いの花壇につきましては、今までどおり実施しまして、さらに、今年は事業を大

きく展開してまいりたいと考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 
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 ですから、大きなプランターを置くことが、事業の大きさにつながるのですか。今年からじ

ゃないでしょう。今までも重機で設置していると思うんです。役場前のはすでにある訳ですか

ら。長続きする事業に、これから見直していくと捉えていたのではなかったんですか。私だけ

の意見なので、もういいです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ７４万８千円の内訳をもう一度申し上げますが、撤去とか設置にかかる部分については、全

額７４万８千円ではございませんで、今回、新たに大きなプランター等を設置するにあたり、

製作費用も含めて７４万８千円ということでございます。小さなプランター等も含めながら、

今まで同様、きれいなまちづくりのために進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 そうしたら、重機の分はいくらなんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 重機部分につきましては、２０万円となっております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 それが今年度の計画ということで、毎年そのまま続けていくということですね。２０万です

ね。確認しておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 プランターの設置・撤去、今年から新たにする分については２０万円です。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 新たにではなくて、現時点での重機で設置・撤去している分の、今年度のトータルはいくら

になるんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 プランターの設置・撤去、全て含めて２０万円で予算計上しているものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 それでは、今年については理解した訳でありますけども、去年については無かったと理解し

てよろしいのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 プランターの設置・撤去につきましては、昨年も２０万円予算を組んでおりまして、本年度

はプランター等の設置で事業費がかさむものでございますが、全体的に圧縮をかけながら、昨

年と同額程度の金額でやっていけるように、予算計上しているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 お話は理解いたしましたけれども、先ほどから私も言葉を気をつけて、「大変申し訳ないけ

ども誤解があったら困るから、もう一回確認しますよ」と言って、委託料の関係についてお聞

きしている訳でありますから、適切にかかるものはかかる、シルバーにかけるものはかけると。

そこら辺の説明を端的にお願いしたいと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 
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○産業課長（斉藤敏美君） 

 先ほどと繰り返しになろうかと思いますが、もう一度説明いたします。今年、新たに増やし

たものは、木製プランターの製作業務委託料として７４万８千円。これが、器具等製作業務委

託料にあたります。撤去・設置等については、昨年同様の２０万円を、１４節の機械借上料の

５０万円の中に含んでいるものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 委託料の他に機械借上料というのは、重機料ということなんですか。何か今の説明だとちょ

っと分からないのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 １４節の使用料及び賃借料の機械借上料５０万円の中に、設置・撤去の費用２０万円が含ま

れているものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ということは、委託料の１００万２千円には入っていないということですか。何かさっき説

明したのと全然違う訳ですが、この関係はここだけではないんですよ。自治会振興費やそうい

うことに花代だとか、いろんな形でかけているのです。これは良いのですが、やっぱり効果の

出るような使い方、長く結果的に消えてしまわないお金の使い方をしないと。大きいプランタ

ーを造るのもいいです。でも、どけて、また設置しなくてもいい場所に、中の白いプランター

だけ外せばいいという物にすれば、節減できる部分があるでしょう。今、７４万８千円で造る

と言っていますけども、どのぐらいの大きい物を何個造るのですか。その大きい物を造らない

と、庭園のまちづくりはスタートできないのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 加藤議員のご質問にお答えしたいと思いますが、現実的なお話をしますと、小さなプランタ

ーでは小さな花しかできない。大きなプランターはご存知のとおり、役場前にあるような、木

を植えて下を花にするといった、そういうものも必要な場面も出てきております。今回、ポイ
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ント、ポイントで、もうちょっと大きなプランターを造って、来たお客さんや、帰られるお客

さんにおもてなしと言いますか、そういった気持ちを花緑の町としてやりたいというのが、今

回の予算でございますので、どうか一つご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 それは理解しています。ですから、それは設置して、きちっと置いておけるようにしたらい

いんじゃないですか。そういう場所に設置したらいいんじゃないですか。それをいちいち撤去

する、また置くという作業が必要になる方法に、そのことにお金をかけていくことを、毎年や

るんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 プランターに植える物にもよりますけれども、季節が終わりますと地面に移し替えたり、い

ろいろと作業がある訳でございまして、その重たい物は重機を使わなければいけないと、先ほ

ど産業課長が説明したとおりでございます。大きなプランターに小さな花を植えるだけであれ

ば、それは問題ありません。地植えであれば。ただ、高さのある木とか、いろいろあるもので

すから、そういったものにつきましては、いちいち撤去したり、設置したりということもあり

ます。もちろん、場所によってはそのままという所もありますし、冬が越せれば良いのですが、

越せない物もあるということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 副町長。そう言って、大きいプランターで造ると言っている訳でしょう。その花や何かは、

きちっとプランターの中に入れないとならないと思うのです。そういう形でいったら、そうい

う物は置いておいて、プランターだけ持っていけば良い訳でしょう。経費をかけないような、

長続きするような方法。副町長の言っている、おもてなしのために町の端々に造るのは良いで

すよ。良いですけども、それ以外に毎年撤去するといった経費のかけ方について、長続きする

方法をもう少し検討すべきでないですか。質問に対して、答弁することが目的ではなくて、明

日に向かって本当に喜ばれるまちづくりために、どうしていくかでしょう。質問されたことに、

ただ答えればいいという話ではない。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 
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○副町長（宇野充君） 

 まさにおっしゃるとおりでございます。ただ、工夫といたしましては、毎年植えている花ば

かりではなくて、いわゆる出根草みたいな物もある訳で、その辺の工夫もしてございますので、

今後、議員さんのおっしゃるように、長続きのする花緑に向かって、頑張っていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。先ほどの答弁漏れなのですが、この７４万８千円の器具等製作業務委託料で何個

造るんですかという質問に答えていないので、答えてください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 木製プランター製作業務委託料の内訳でございますが、７万４,５００円の大きなプランター

を２個で１４万９千円。それから、レストハウス前に看板設置に１３万円。場所は、たけはた

造花店の辺りをということで、プランター２万９,５００円の物を１０個で２９万５千円。それ

に伴う看板１７万４千円。合わせて総額で７４万８千円でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ４項徴税費・１目徴税費。５５ページから５６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ、次に移ります。 

 ５項戸籍住民登録費・１目戸籍住民登録費。５６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ６項選挙費・１目選挙管理委員会費。５６ページから５７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 ７項統計調査費・１目各種統計調査費。５７ページから５８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 ８項監査委員費・１目監査委員費。５８ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。２時半まで休憩いたします。 

                               休憩 午後２時２３分～ 

                               再開 午後２時３０分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費。５９ページから６０ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 社会福祉協議会の補助について、お伺いしたいと思います。昨年の決算委員会でも質問しま

したが、補助と別に事務局本部に２名、老健に１名の計３名が町から出向されておりますが、

新年度から地域包括支援センターの方も、社会福祉協議会の方に移管するということになって

いるんですけども、町と社会福祉協議会の基本的な役割とか分担は、どういう範囲なのか。ま

た、今回の移管によって、さらに職員を出向させて増やしていくのか。その辺をお伺いしたい

のですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今のご質問でありますけれども、行政サービスは、当然ながら行政の仕事でございます

が、行政サービスを補完していただく形で、社会福祉協議会にいろいろな福祉サービスの展開

をお願いしているところです。一体となって町民福祉の向上を図るという考え方でおります。

社会福祉協議会への職員の派遣につきましては、新年度におきましても社会福祉協議会事務局

長、次長、老健きよさと事務長。現状と変わらずこの３名に加えまして、４月から地域包括支

援センター等の社会福祉協議会移行を行いますので、この業務のスムーズな移管ということで、

町の方からケアマネージャー職員を２名派遣する見込みでおります。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 このままいったら、社会福祉協議会というのは町の下請けの機関みたいに取れるんですけど

も、こういうことがずっと続いていくと、議会とか監査が関与できなくなってしまうのでない

かと私は思うのですが。実質的に今年から５名の職員ってことになるのですが、これだけの人

数を出向させなかったら、運営できないのかどうか。社会福祉協議会の役員、評議員ですか。

そういう人達が単なる名前だけで、経営能力がどうのこうのという話にはならないと思います

が、全体的にこうやって業務をどんどん膨らましていくというのは、いかがものかと思ってい
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るのですが、その辺どうでしょう。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 全部で５名の派遣につきましては、説明が不足しておりました。来年度につきましては５名

でございますが、社会福祉協議会の次長については来年度限りと。それから、地域包括支援セ

ンター等に派遣する職員については、スムーズな移行のための派遣ですので、徐々に移行をし

ていって、最短であれば３年、最長であっても５年の内には社会福祉協議会にお任せをすると

いうことでございます。それから、地域包括支援センターの社会福祉協議会への移行でござい

ますけれども、地域包括支援センターはこれまで立上げ時には、受け入れられるような民間と

言いますか、社会福祉法人が整っていなかったということで、直営で行っていましたけれども、

私の手持ち資料では、平成２２年４月末の厚生労働省調べの地域包括支援センターの設置主体

は、直営は２９．７パーセント、社会福祉法人等への委託が６９．１パーセント、無回答が１．

２パーセントとなってございます。合わせて１００パーセントでございます。主流は民間法人

でして、これについては、本来、町の業務そのものを社会福祉協議会にお願いするというイメ

ージとは違うのではないかと思いますけれども、いずれにしましても、スムーズに福祉の向上

につながるような移管ということで、２４年度については、若干多く職員を導入する形になっ

てございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の答弁を聞いて、社会福祉協議会というのは、永久的にとは言いませんけども、しばらく

こういう形で流れていくと、私はそう取ったのですが、それで間違いないでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 社会福祉協議会の事務局長等については、私の判断の限界がございますので、ちょっとそこ

のところは難しいですが、地域包括支援センターにつきましては今申し上げたとおり、スムー

ズな移管のための当面の間ということですので、最終的には社会福祉協議会の方にお任せをす

る形になります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「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。 

 ２目障害者自立支援費。６０ページから６１ページ。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 １９節の負担金の一番最後の成年後見人制度の利用なんですが、金額ではなくて、制度的に

どういう形で支援をされていくのか。どういう体制を取っていくのかということを、ちょっと

お伺いをしておきたいと思います。非常に難しい部分もあると思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 障害者における成年後見人制度の支援事業につきましては、２４年度より町の必須事業とし

て、自立支援事業の中に位置づけをされました。これにつきましては、町の行政の助成が無け

れば、成年後見人を立てることができない方について、利用の支援をするものです。具体的に

は、成年後見人は本来、親族が制度を利用するところですけれども、４親等内の親族がいない。

それから、経済的に支援をしなければ成年後見人制度を利用できないといった方に対しての支

援ということで、位置づけてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 そのことは分かるのですが、それを実際に運用する段階で、障害者やそれらの第三者と言い

ますか、誰が仲介してその環境にしていくのか。これは基本的に施設に入っている方々のこと

を指しているのか。そうではなく、清里町在住全体を通しての中でのものなのか。それについ

て。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 対象の範囲としては全町ということになります。清里町にお住まいの障害者の方で必要な方

ということになります。むしろ施設入所等であれば、周りにサポートする方がいますので、こ

こまでの制度を使わなくてもトラブルには発展しないのではないかなと考えてございます。 

 それから、成年後見人制度そのものにつきましては、裁判所が判断をすることになってござ

います。今、必要かという引き金のところにつきましては、私ども職員、あるいは民生児童委

員さん、あるいは自治会の方などから、支援が必要ではないかということを寄せていただけれ
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ば、それについて検討していく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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３目福祉サービス事業費。６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 ４目老人福祉費。６１ページから６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 ５目国民年金事務費。６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 ２項児童福祉費・１目母子児童福祉費。６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目保育所費。６３ページから６４ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ７節の賃金１,１９０万円についてお聞きします。これ保育所の臨時保育士の賃金と思います

が、何人分の賃金なんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 常勤で勤務いただいております保育士４人半。午前中は学童保育で午後からという方がいら

っしゃいますので４人半。それと休日職員の代替としてパート的にお手伝いをいただいている

方が３人。合わせて１,１９０万円となっております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

 臨職の人が７．５人ということですね。これを踏まえて、保育所の正職員は何人で、その正

職員の人の給与の総額は、いくらぐらいになるのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 保育所に勤務しております、町職員の保育士につきましては、清里保育所３名、札弦保育所

１名、それと、保育士というところでいけば支援センターに１名配置してございまして、合わ

せて５名でございますが、給与につきましては申し訳ございませんが、私のところでは把握し

てございません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今の保育所に勤務する職員の給与等でございますが、総務費の職員給与費で一括計上してお

りますので、後から提出させていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 後ほど提出します。 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３目子育て支援センター費。６４ページから６５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。 

 ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 ４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費。６６ページから６７ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 １３節の委託料で聞きたいのですが、１９２万８千円が救急医療体制づくり事業業務委託料
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となっておりますが、この委託料は網走医師会をはじめ、広域医療に連携している新たな体制

による委託料と考えておりますが、間違いないでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今、ご説明いただいたとおりの費用でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 昨年の９月の定例会で、この救急体制について一般質問をさせていただきましたけども、平

成２３年度の斜里国保、小清水日赤、網走、さらにクリニックきよ里への救急搬送実績は、ど

うなっているか分かりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今、ご質問のありましたのは、年度でございましたけれども、斜里地区消防組合で集計をさ

れている情報は、暦年での集計になってございます。まず、クリニックきよ里につきましては

４件、斜里国保病院については２２件、小清水赤十字病院については４６件、網走厚生病院２

４件、網走脳神経外科リハビリテーション病院２０件、その他が１３件となってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 関連した質問になるのですが、一次医療機関でありますクリニックきよ里について、少しお

伺いしたいのですが、開院以来、昨年まで実質的に入院患者の受け入れは一切行っていなかっ

たと。そして現在は、医師も代わりましたけども、どういう状況になっているのか。今現在で

良いですので、ちょっとお伺いをしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 昨年１２月までにつきましても、全く受けていなかったということではなくて、数件の実績
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はあったようです。それから年が明けまして、院長が交代になりましてから、今受けている報

告では、ほぼ毎日１名程度が入院でいらっしゃるということで、報告を受けてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 新しい医師に代わりまして、若い医師ということで、大変私が聞く限りでは評判も良いです。

毎日１名程度の入院患者を受けているということは、前向きに良い方向に向いているのかなと

私も思います。前任の医師の時代に、内科が専門だったこともあり、内視鏡検査ということで、

町は多額の費用を内視鏡の整備に大体２,５００万だったと思いますが、お金を出したんですが、

一年もしない内に前の医師が辞めてしまったんですよね。今回の医師は専門が外科だというこ

とを聞いた上で、その内視鏡の設備が今活用されているのか。その辺をお伺いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 現院長につきましても、内視鏡の方は使えるということで報告を受けております。赴任後の

使用実績までは確認は取れていませんけれども、従前より使っていましたし、使えるとの報告

を受けてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 当初、去年も一般質問した時に約束されました、医師の複数体制という問題があったのです

が、実質的になかなか難しいだろうと私も思います。そういうことを前提にした場合、特に町

民の安全安心を考えたならば、救急だけでなく、一次医療の面からも、斜里国保、小清水日赤

などとの連携、さらには財政的な協力も支援していくべきではないかと、私自身思っておりま

す。網走医師会とか斜里とか小清水とかに４７万５千円とか小清水に５５万とか出しておりま

すけども、もっと支援をしていくのが通常じゃないかと考えるのですが、その辺いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 一次救急につきまして、まず、入院病床につきましては常勤の複数名の医師ということはな

かなか難しいとは考えますが、派遣医を受けながらということを、そもそも想定してのクリニ

ックきよ里の選定でございましたので、これについては、引き続き要請をしてまいりたいと思
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っております。それから、一次救急の補完というところで、現在は診療時間しか一次救急を受

けられないということになってございますので、一次救急の補完ということで斜里国保病院、

小清水赤十字病院にはご協力はいただいております。これにつきましては、一次救急は救急医

療体制づくりの事業業務委託ということでお願いをしてございまして、両病院の了承をいただ

いての支援でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移りますが。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 １９節のドクターヘリの関係で、今回入った訳ですけども、どういう形での要請と言うか、

体制というのは出来上がっているのか、この辺についてだけお伺いしておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ドクターヘリにつきましては、釧路市総合病院を拠点とする道東ドクターヘリがございまし

て、この運航圏域を広げる形での要請で加入という形でございます。北見市から東側、斜里町

までということで、１０市町村加入してまいります。これにつきましては圏域の拡大について、

北見市を中心に作業が進んでおりまして、３月１４日に北見市副市長が釧路市の圏域運航委員

会の方に出向いて正式にお願いをし、その後加入ということになりますが、この加入にあたり

ましては、今後予想されております基地病院の給油施設の整備であるとか、無線のデジタル化、

この辺の費用が予定されてございますので、道東ドクターヘリ立上げの際に、圏域の市町村が

負担をした相当額を負担して欲しいということで、その加入負担金をもって加入をするという

ことで、現在進行中でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 そういう中でドクターヘリのヘリポートについては、現時点ではどの辺りになるのか。それ

らの出動に関する要請は、どういう形を現時点で想定されているのか、お伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 運航に関します、具体的なヘリポートなどの調整につきましては、３月１４日を受けて、３
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月中に行いたいということで、北見市からは話を伺っておりますが、正式加入を待たずに、４

月１日以降も内諾ですけれども要請ができるという話もございまして、とりあえず４月１日か

ら正式なヘリポート言いますか、離着陸場の設定ができるまで、町としては生涯学習センター

の駐車場と町民会館の駐車場、除雪の問題がまだ４月、５月は残りますので、そこをとりあえ

ず設定することを考えております。それで具体的な調整が進めば、新たにどの程度の範囲であ

れば離着陸が可能なのかというところも具体的に見えてくると思いますので、数を増やすだと

か、札弦、緑にも広げられるのかどうかといったところが見えてくるのではないかと思ってお

ります。 

 ちなみに、ドクターヘリと併せて、北海道が持っています防災ヘリが離着陸可能な場所の調

査を、以前に消防で行っておりまして、その時には町民グラウンド、光岳小学校グラウンド、

緑町小学校グラウンド、清里中学校グラウンド、生涯学習総合センター駐車場、その他新栄、

江南小学校グラウンドと、そういうようなことで回答をしているようでございます。具体的な

ところについては、運航委員会との調整ということになります。それから、出動要請の基準に

つきましては、すでに運航されています道東ヘリの要請基準ということでございまして、一般

的には通報を受けた消防からの依頼となってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目予防費。６７ページから６８ページ。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 予防費の２０節、インフルエンザのワクチンの関係でお伺いしたいと思います。インフルエ

ンザのワクチンを今年も実施をしていくということで、接種の時期ですけど、おそらく蔓延す

る前に接種はしておかなくてはいけないと思います。昨年も実施されている訳ですけど、当然、

蔓延する時期までに子供からお年寄りまで終了されているのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 インフルエンザワクチンの効果が発揮するまでに、接種後３週間ほど期間を要します。清里

町のインフルエンザ予防接種の助成は、１１月からの開始となっております。インフルエンザ

の型については毎年型が変わるので、厚生労働省が翌シーズンの型を想定して、それから製薬

会社がワクチンを作ることになります。ワクチンが医療機関に流通するのが大体１０月半ば以

降になりますので、時期としては、やはりその時期になろうかと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 



 142

○３番（勝又武司君） 

 １０月中旬からワクチンが出回って、１１月から開始しているということですね。昨年度に

おいては、僕もあまり理解していないのですが、うちの町は、うちの町の医療機関に限らず、

他で接種をしても良いということなんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ２３年度につきましては、小学校就学前については、クリニックきよ里で予防接種は受けら

れません。小児科医でやっていただきたいということがございましたので、管内の小児科医と

いうことでお願いをしました。小学校から上については、クリニックきよ里でお願いをしてお

ります。まだ具体的に２４年度に向かってクリニックきよ里と打合せはしてございませんが、

院長が代わりまして、院長は小児科も標榜すると言ってございますので、基礎疾患等が無い難

しいケースでなければ、２４年度に向かってはクリニックきよ里においても、小さいお子様も

受けられると期待してございます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 小学校就学前は他の所でと、聞き賜った訳なんですが、なぜそのことを聞くのかと言うと、

昨年、インフルエンザのワクチンが不足したのか、若干時期が遅れたようなことを聞きました

ので。これは時期ものですから、あまり時期が遅れない形での接種が必要ではないかと思いま

すので、その辺把握されているかどうか、ちょっとお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 勝又議員がおっしゃったケースは、たぶん私も承知しているケースだと思います。クリニッ

クきよ里において、予約をしてくれということがありまして、当初予約でやっていたら、なか

なかスケジュールが合わなくて遅くなってしまったとの話を伺いました。それで、クリニック

きよ里の方と、その辺の確認をしまして、確かにそういうことであったけれども、その話をい

ただいた時点では、やはり追い付いていかないだろうということで、予約なしで受けるように、

すでになったということで話を伺っております。新年度に向かいましては、そういったことも

加味しながら、クリニックきよ里は土曜日午前中に診療をするということで、学校の休みの午

前中にも受診していただけるので、改善されていくのではないかと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、私が聞いた部分と当局側が把握しているのが同じみたいです。ただ、今年は紋別の方で

１人亡くなっているということもありましたので、命に関わるような病気であるということを

含めまして、敏速な対応を今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 予防接種につきましても、それ以外につきましても、土曜診療を行って受診機会を広げると

いうことで、利便性についてクリニックきよ里の方もいろいろ改善を図っているようでござい

ますので、さらなる受診のし易さということについて、要請してまいりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 １３節の脳ドック検診委託料ですが、金額はわずかなんですけども、広報などで参加者を募

集して、病院は網走だと思うのですが。これは年何回ぐらいの割合でやっておられますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 脳ドック検診におきましては、集団の検診ではできません。ＭＲＩでの検診になりますので、

網走桂ヶ丘クリニック病院に委託をして行ってございます。時期としては９月からになってお

りまして、１００人程度で予算化をしてございます。 

 

○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） 

 無ければ次に移ります。 

 ３目各種医療対策費。６８ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今回、目玉的な新事業として、乳幼児等医療費扶助のことですけども、今回から中学生にも
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対象範囲が広がったということで、校内において何らかのケガ、ちょっとぶつかったとか、部

活でやったとかという部分の通院、あるいは加療中の医療費等も対象になると思うんですけど

も、それに対して、学校医療の関係で保険給付等の申請もたぶん発生すると思いますが、その

辺の関係はどのようになるのか。従来どおりの形で進むのか。領収書の添付とかあるんですけ

ども同じようになるのか。その辺、詳細に説明していただければと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今のご質問でございますが、学校におけるケガについては、あくまで学校の医療で行ってい

くということでございますので、今回の中学生まで拡大した事業につきましては、あくまでそ

れ以外の入院・通院に係るものの助成ということで、ご理解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） 

 ということは、校内でのケガ等がたぶん多いと思うのですが、それに対しては適用にならな

いということでよろしいんですね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 はい。そのようにご理解して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。 

（「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目環境衛生費。６８ページから６９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ５目保健福祉総合センター費。６９ページから７０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。 



 145

 ２項清掃費・１目清掃事業費。７０ページから７１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ次に移りますが、その前に、先ほど保育所の人件費の数字が出たようでござ

いますので、総務課長より報告させます。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 先ほど保育所費の中におきまして、保育所に勤務する４名の職員の人件費等についてご質問

がありましたのでお答えいたします。４名に係ります給料の総額は１,７８３万４千円、それに

職員手当等が７９１万２千円、合わせますと２,５７４万６千円となるところでございます。以

上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、答弁いただいたので、先ほどもう一問だけ質問したかったので、よろしいですか。 

 今、職員４名の給料が総体で２,５７４万円と。先ほど私が聞きました臨時職員に関しては、

７．５人で１,１９０万と半分に満たない。この賃金の差があります。少子化対策に取り組むた

めに第２子からの補助を片方で行いながら、そこで働く保育士さん達の待遇が、このように大

きく違うということがどうなのでしょうか。実際にこういうことは問題ないのでしょうか。片

や良いことばっかり言っているのではなく、総体的に必要であれば、臨時職員を増やしてばか

りでなく、正職で雇えるところは雇って、きっちり子供達に素晴らしい教育をしていってもら

いたいと思っているのですが、その件に関して答弁いただけますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 先ほど保健福祉課長から、保育所に勤務する保育士の数が７．５人とおっしゃいましたけど、

実質４．５人に訂正をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 臨時職員ということですね。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 臨時職員は４．５人。あとは、掃除などは本当のパートで１時間とか２時間ですので。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

 ７．５人というのは私の勘違いかも知れません。４．５人で１,１９０万円と捉えまして、そ

れでも正職員から見たら半分にも満たないんですよ。同じ人数いながら。この辺は、やはり同

じ仕事をしているのに、こんなに差があってはおかしいと。変えられないと言ったら変えられ

ないと言うかも知れませんが、高齢化になってきて、どんどん町から人がいなくなるような実

態を見た時に、やはり正職で使える人間、また、正職で使った場合のプラスアルファというの

は、今の臨職にはないプラスが絶対あると思うんですよね。その辺を踏まえた上で、今後の人

員の確保に役立ててもらいたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 職員の雇用はともかく、臨時職員につきましては、やはり正職員の補助という形であるとい

うことは間違いないところで、今、議員おっしゃったとおりに、正職と臨時職員とは違うだろ

うという、正にそのとおりでございまして、臨時職員は正職員の補助と捉えていただければと

思ってございます。さらに、今後の保育所につきましては、今現在、社会保障と税の一体改革

の中で、総合子ども園というプランが出ております。これは、具体的なところはまだ見えてご

ざいませんけれども、その中で、今後保育所をどう考えていくか。その中には、職員の採用と

いうことは当然ながら付いて回ることでございますし、検討をしていかなくてはいけないし、

始めているところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 ここで、説明員交代となりますので、暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 ５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費。７１ページから７２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無いようでございますので、次に移ります。 

 ２目農業振興費。７２ページから７３ページ 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 農業振興費の１９節の負担金補助及び交付金の中の農業振興事業費補助１,７００万。審議資

料の中には中身は書いていないんですけど、いつもであると、いろんな項目が、例えばシスト

センチュウ対策とか出ているんですけど、この施策の内容について、町側と農協側は協議をさ
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れていることなのかどうか、そこら辺を聞かせていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 農協とは、農業振興事業補助要綱に基づきまして、内容を十分検討した上で実施しているも

のでございます。内容的には大きく５つの項目に分かれておりまして、１つ目が地力維持増進

事業、２つ目がじゃがいも生産振興事業、３つ目が畜産振興事業、４つ目が元気づくり事業、

５つ目が生産体制整備事業という内容の中で、それぞれ補助率を定めまして、総額１,７００万

円の予算を計上しているものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 そのことについて、事業取り組みをする部分での農協との協議がどうなっているのかという

ことを、僕は聞きたかったのですが、そこら辺はどうなっているんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 清里農業を進めていく上で緊急的な課題となるような事業、例えば畑作３品の中であれば、

じゃがいも生産をいかにしていくかという部分でのシスト対策であるとか、畜産であれば、肉

用牛の良質な生産のために畜産振興をどう図っていくべきかとか、または元気づくり事業のよ

うな部分で企業化などをどうしていくかという部分で、農協と町がそれぞれの要綱を定める中

で進めているものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、緊急性とかそういうものを含めて要綱が定められておりますという答弁をいただいた訳

ですけど、そういう基準に則ってということは分かるんですけど、この事業の取り組みという

のは、僕が議員になってからずっとやっていると思います。その中で、ちょっと言葉は悪いん

ですけど、旧態依然として同じような形で同じような補助をしていて、例えばシスト対策につ

いても、シストの羅病補助と言いますか、一向に減っていくどころか、どんどん増えていると。

対策として施すなら、もう少し方向性を変えていかなければいけない部分もあるのではないか

と思います。それはシストに限らずですけど。そこら辺について、当局としてどういう考え方
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をお持ちでしょうか。ちょっと聞かせていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今、じゃがいも生産振興の部分のシストの話が出ましたので、その部分について農協と

詰めて協議をしている部分でお話をいたしますと、今、清里町の畑は半分以上がシストに汚染

されているような状況の中で、旧態依然としてシストセンチュウの農薬補助に補助をしていく

のではなくて、徐々に抵抗性品種などを導入するものに補助の割合を高めていくと。そして、

農薬の方については徐々に減らしていくということを、農協とも協議しながら進めているとこ

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） 

 シストは一例として挙げたんですけど、そのシストの関係についての抵抗性品種と言っても、

実際には十分に農家の方が、シストセンチュウの対策として、抵抗性品種を供給できる状態に

なっていないんです。だから、そこら辺も含めて、蔓延を止めるという形で農協側としては十

分な協議をされているのではないかと思いますけど、実際には一つの対策として、それを減ら

していく対策には結び付いていないという現実を踏まえて、他も含めて、もう少し考えた方が。

やっぱり農業も今、ＴＰＰの問題も含めて、うちの町の基幹産業としての農業ですから、預け

たんだから預けた側で自由に使って、ある程度の効果が出ていればいいということじゃなく、

やっぱりもう少し役場も協議を進めた中で取り組んでいただきたいと、そのように要望したい

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） 

 抵抗性品種などにつきましては、北見農試などにも新しい高品質で高収量の抵抗性品種がで

きるように要望しているところでございますが、なかなか開発が進んでいない状況もありまし

て、清里町の農業者の方にも、抵抗性品種は十分に行き渡っていない状況もありますので、そ

ういう中で補助の部分につきましても、町の方が抵抗性品種の方にシフトしていっても、なか

なか進まないという状況もありますが、今、勝又議員さんから言われたことも十分参考にしな

がら、農協とも協議を進めてまいりたいと思いますので、よろしくご理解のほどお願いしたい

と思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ちょっと関連なんですけども、昨年の春に北大の研究室でシスト研究の中で、シストセンチ

ュウの卵を孵化させる有機的な物質が、イギリスのネイチャー誌に発表されたんです。僕は畑

作ではないですけども、今、勝又議員がおっしゃったように、要するに技術の後追いなんです。

ＤＤだとかの農薬を対応するのは。そうではなくて、やはり前向きな中でのスタンスで、行政

ができること、ＪＡができること、生産者ができること、そういうことをトータルで考えた時

に、やはり大学だとかの技術に対して、町もそういう部分の研究だとかに対して、なかなか直

接は行けないですけども、ＪＡとタイアップしながら、その研究施設に研究費等の支援もどう

なんだというアプローチは常に持っていかなければならないと思うので、その辺も、町として

もＪＡに協力体制を働きかける。私達も自分達の組織ですから、そういう働きかけもしていま

すけども、同じようにタイアップしながら、やはり精力的にやっていただきたい。本当に当町

はシストセンチュウの罹患率が高いものですから、先見的な新しい技術に対して、我が町とし

ても精力的にイニシアチブを取りながら、積極的にアプローチをかけていっていただきたいと

思っています。その辺は、北大との中で機会があればそういうことを情報として入手するなり、

精力的にやっていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 農業振興の件につきましては、農協はもとより普及センター、また、北見農試などとも連携

を取りながら、いろんな情報を取り入れて精力的に進めているところでございます。今、前中

議員さんからもお話ありましたように、加えて、大学なども含めながら精力的に進めてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○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） 

 無ければ次に移ります。 

 ３目畜産業費。７３ページから７４ページ 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 １４節に関係するかどうか分からないんですけども、今、江南牧場の休牧の所があるんです

けども、その利活用の方策が今の段階で何かあるのであれば、お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 江南牧場の７牧区から１１牧区につきましては、平成１３年ぐらいから未使用の状態になっ

ております。経過といたしましては、当時ピロプラズマ病が出たために、向こうは木が多く生

えていること、それから向こうに行くと密度も高まるということもいろいろありまして、使っ

ていない経過があるのですが、１０年近くを経過いたしまして、小径木の生えてきているよう

な所もございますし、また、草地造成などもしていませんので、草地もかなり劣化してきてい

る所もございます。近年の入牧頭数等を踏まえると、１牧区から６牧区で、ある程度間に合う

という判断もしておりますので、今年度中に７牧区以降の利活用をどうすべきかということを

検討してまいりたいと考えているところでございます。元々は山林でございましたので、牧場

としての利用活用がないとなれば、山林に戻していくようなことも含めて、今後十分検討して

まいりたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、説明がありましたように、かなりの入牧頭数の減少で、一時期の２分の１、あるいはも

っといっているかも知れません。その中でやはり有効的な草地利用ということで、今、現状利

用しているんですけども、やはり景観上、ちょうどパークゴルフ場の奥の辺りにあるので、現

状の中では利用できないような形になっていますので、その辺の利活用は早急に検討していた

だきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 牧場を利用されている牧場利用者組合や関係する団体と、十分協議を進めていきたいと思っ

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） 

 他に質問が無ければ、次に移りたいと思いますが、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 ４目農地開発事業費。７４ページから７５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 
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 ５目道営整備事業費。７５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無いようですので、次に移ります。 

 ６目清里地域資源活用交流促進施設費。７５ページから７６ページ。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 町民会館なんですが、基本的にできてからの利用状況。特に、２階の会議室の利用状況につ

いて、お知らせしていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 町民会館の利用状況でございますが、平成２３年度４月から２月末までの数字でお答えした

いと思いますけども、２階の会議室につきましては、延べ利用日数が１０３日となっていると

ころでございます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 延べ１０３日ですけども、その１０３日の内の時間帯と言うか、使用した主体はどこで使っ

ていたのか。また、使用時間はどの程度だったのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 まだ年度途中ですので、時間等の集計はしてございません。ただ、利用状況等を見ますと、

役場関係の会議がかなりの部分を占めているように思われます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 役場関係と言いながら、例えば一般町民を交えた会議なのか、役場内だけの会議なのか。あ

るいはその時間帯がどうだったのかというのは、これは非常に大切な部分なので、今の現時点

で分かる範囲内で、どのように把握されているのですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今時点での集計はしておりませんけど、夜間等で、例えばまちづくり運動推進協議会が利用

していることもございますし、農業委員会で農家の方に来てもらって一緒に使っているという

ことも見受けられます。それから役場内部の会議、あるいは内部のヒアリング等にも使ってい

る状況にございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 基本的にこの利用価値というのは、会議室の関係がある訳ですが、当然、町民会館の場合に

は葬儀等にも利用されているが、そういう場合についての２階の使用許可は下りていない。こ

の辺の整理はどのようにされているのか。今後ともどういう使い方をしていこうとしているの

か。この辺についての使用基準、考え方についてだけ確認をしておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 葬儀などで下のホールとか和室等を利用しておりますけど、２階の会議室が空いている場合

については、使うことについては可能と考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ということは、基本的には使用の願いが出れば貸すということでいいということなんですね。

そして、その場合、例えば使用料については増額するだとか、その辺についての統制とか、そ

ういう形というのはきちっと取られているのかどうなのか、再度確認をしておきたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ２階の会議室については、空いていれば使用していただいて結構だと考えております。それ
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から使用料等については、今、料金表を持ち合わせておりませんので、後からお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 私の聞いたところでは、葬儀には貸してもらえないということが、一部にはあったような気

もする訳ですが、そうではないということであれば、住民に対して、使用の仕方の説明が不十

分であったのではないか。このことについて、もう少しきちっと使用基準というものを明記し

ていただきたい。そういうことであれば、エレベーターの使用もできるでしょうし、せっかく

できた活動施設ですので、町民にきちっとお伝えをしていただきたい。当然、自治会連合会の

会議等でも説明を早急にするように、お願いをしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 葬儀等につきましては、葬儀で申し込まれた場合で２階等が空いている場合については、確

認してまいりたいと考えております。それから、自治会長会議等も４月に開催されますので、

その時に周知してまい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） 

 町民会館にはソーラーパネルが付いていますね。この次、札弦の方の話にもなってくると思

うんですけど、実際にソーラーパネルが付いて、燃料代なり光熱費にどれぐらい影響している

のか、参考までに聞かせていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 町民会館のソーラーパネルにつきましては、建設してから今まで、約１万６千キロワットほ

ど発電している状況にございます。ただ、町と電気系統が一体化となっておりますので、この

発電した電気については、全てコンピュータの空調等に使って、売電は出てきておりませんが、

１万６千キロワット相当の電気料は安くなっているところでございます。それから、札弦セン

ターについては、今、設置をしているところでございますが、これについては、予想ではたぶ

ん売電が出るかと思っております。売電については、今年度設置したソーラーは１キロワット
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当たり４２円でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 申し訳ないですけど、先ほどの加藤さんに関連して、私どもが１回目の葬儀の時、まだ覚え

ていますが、２階の使用については駄目ですと言われて使えなかった。それがいつから使える

ようになったのか。申し訳ないですけども、その時は間違いなく使えなかった。ただ、申込み

がなかったという部分で、その辺の手続きが不備だったと捉えたら、そういう可能性もありま

すが、口頭でお願いしたら駄目だったということだけは覚えていますので、それがいつから変

わったのか。今でなくて良いですから、後からでも答弁をお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 いつからかは確認はできませんけど、今後においては、葬儀の喪主等に２階を使うかどうか、

確認しながら進めてまい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。 

 これは注意しておきたいと思うのですが、葬儀の時に知らなかったら言わない訳で、これは

町民が等しく知っているのか、知らないのかという曖昧なことでは困る。やはり先ほど質問に

出ていたように、自治会連合会も通じて明確に、使えるなら使えると。そして、何かの会議が

ある時は駄目だとか、そういうことを明確に町民に知らさないと、片方では使えない、片方で

は使えるということになれば、これは大きな問題になるので、その辺は徹底して欲しいと思い

ますが。 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 その辺は徹底したいと思います。ただ、先ほど総務課長の方が申し上げましたとおり、２階

を利用している場合については会議室優先ですので、断られることもあろうかと思いますけど

も、基本的には要望が多いのであればそうしていきたいということで、ご理解いただきたいと

思います。ですから、自治会等の説明会の折には、そういう事柄も含めて周知していきたいと

考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 



 155

○４番（加藤健次君） 

 関連することなんですが、例えば、たまたまその日は２階の会議室の使用願いがあったが、

葬儀で２階を使いたいと言った時に、役場の他の会議室が空いていて、会議の場所を移動して

もらえるような方法はとれないのか。入っていればもう無理ですよという捉え方にしていくの

か。それとも、了解を得て可能であれば、その努力はしていくという方向でいくのか。この辺、

非常に微妙な部分があるかと思うのですが、それについてはどうですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 なるべく臨機応変にやりたいとは思いますけれども、ただ、葬祭場ではございませんので、

会議室は会議室ですので、庁舎内に空いている会議室があれば移動もできますから、その辺は

臨機応変にしたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問が無ければ、次に移ります。 

 ７目札弦地域資源活用交流促進施設費。７６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ８目農山漁村活性化対策費。７６ページから７７ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 １３節の委託料と１５節の工事請負費について聞きたいと思います。道の駅のパパスランド

の整備事業費の全体額なんですが、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。この科目

を合わせますと、大体全体で５億３千万強という数字になるんですけども、商工費で確か計上

されている温泉ボーリングだとか、さらには補正予算が２５年度予算で計上されると思われる

既存施設の改修、備品の整備、さらには駐車場をはじめとした外構整備を含めた一連の事業費、

新年度の予算提案段階では、大体総額はどの程度になるのか、お伺いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 パパスランドの総体事業費でございますが、ただ今、池下議員からもありましたとおり、平
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成２３年度で実施している部分がございます。これにつきましては１,３００万円。実施設計に

かかった金額１,３００万円が２３年度執行済みです。次に、平成２４年度の今回提案している

部分では、本体工事で５億２,８００万円。監理設計業務委託で８３０万円につきましては、農

山漁村活性化対策費で計上しているものでございます。次に、この後に出てきますが、商工観

光費の方では、温泉ボーリングとか実施設計費など合わせて１,２８９万２千円を今回計上して

ございます。なお、９月頃の補正を予定しておりますが、備品購入費１,６００万円が、９月頃

の補正を予定しております。次に、平成２５年度で実施しようとしているものでございますが、

駐車場の外構整備や既存温泉施設の解体工事等々で１億１,９８７万５千円の予定をしてござ

います。ただ今申し上げました、２３年度から２５年度までの総額で７億４,６０６万７千円に

なるものと、積み上げ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、総体的な数字が７億４千万程度となったのですが、この金額の内、国からの補助金とか

道の補助金というのは、総体何パーセントぐらいを見込んでいるのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 パパスランドの部分だけで申し上げますので、７６ページの農山漁村活性化対策費のところ

の国道支出金の金額とは合わないところがございますが、ご了承願いたいと思います。ただ今

申し上げました、総体事業費７億４,６００万円の内、国からの補助金が１億４,７４２万１千円、

北海道からの振興補助金が６千万円、過疎債が３億６,３００万円、残りが一般財源となってご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私、パーセンテージで聞いたのですが、分からないですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 一般財源につきましては、１億７,５６４万６千円になるものでございます。金額の率でござ

いますが、国交付金については１９．７６パーセント、過疎債が４８．６５パーセント、北海
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道振興補助金が８．０４パーセント、一般財源が２５．３４パーセントとなっております。若

干端数でずれがあるかと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、いろいろと聞きましたけども、以前に常任委員会に示されていた計画案、確か去年だと

思いますが、私達も資料をもらっております。これを踏まえた上で、今回の予算は計画案より

も上回ったのか。それとも多少なりともコンパクトになったのか。その辺のことをちょっとお

聞きしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 昨年の常任委員会に報告した時は、工事費総額７億５,９００万で報告した記憶がございます

ので、多少ではございますがコンパクトになっ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） 

 大体１千万ちょっとぐらいは違うんではないかと思います。このパパスランドが完成してか

らの施設運営ですが、今は指定管理者制度をとっておりますけども、完成後の施設運営の手法

というのは、予定されているのは業務委託。その後はまた指定管理という流れでいくと思いま

すけども、その辺は手法的にはどう考えているのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 先般の常任委員会でも、このように考えているという旨はご報告しているところでございま

すが、本年度につきましては、ちょうど指定管理期間が切れたこと、それと改修に入るという

ようなことから、１年間に限り業務委託契約で実施をしてまいりたい。そして、２５年度から

は本体施設の方については指定管理契約で実施していく。加工室の方については業務委託契約、

もしくは直営でやることも含めて検討してまいりたいと報告をしているところでございますの

で、今のところはそのような形で進めてまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今年の１２月辺りを目途に出来上がるのではないかと、以前話をしておりましたけども、施

設が出来上がった場合、新たに地域雇用がどの程度見込まれているのか。その辺、ちょっとお

聞かせ願いたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 昨年の常任委員会の時もご説明しているところでございますが、加工室の方については、本

体施設と分離されることもありますので、そちらについては職員を１人、指定管理か業務委託

かは別としまして、職員を１名配置する考え方でございます。加えまして、新しくできる施設

の方につきましても、今よりも規模が大きくなりますので、売店等も含めて、指定管理業務の

中で雇用が生まれると考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下議員。７９ページの観光費の中で運営方法については謳っているので、その時にお願い

をしようと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○２番（池下昇君） 

 はい。分かりました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 それ以外に漏れているものがあれば。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 最後に参考までに聞きたいのですが、新たなパパスが出来上がった時の、総体の横のメータ

ー数は分かりますか。それと高さ。確か平屋でしたが。ちょっと参考までに聞かせていただけ

ればと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 建物の大きさでございますが、南北に６９メートル、東西に２５．４メートルという形で、

若干広い所と狭い所がありますけれども、それぐらいの形になっております。なお、土地につ

いての部分の図面を今持ってきておりませんので、今はご説明できません。建物の総体面積は
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１,１２０平方メートルでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 高さは分かりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 建物の立面図を持っていないので、ちょっと今はお答えできません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２項林業費・１目林業振興費から２目自然保護対策費まで一括質疑いたします。７７ページ

から７８ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 製材等流通経費補助についてお伺いしたいと思います。この事業は、確か平成１５年からや

っていて、札鶴ベニヤ、林材、林産の３社で、親会社は同じですが、毎年１,５００万出してい

て、それは、製材を動かす時にかかる経費が高いということで出しているのだと思うのですが、

具体的にもう一度、説明願いたいんですけども。よろしくお願いします。 

 

○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１,５００万につきましては、清里町製材等流通経費事業補助要綱に基づ

き、補助しているものでございます。補助金の条件といたしましては、木材製品を生産工場か

ら販売地までの輸送に必要とする経費ということでございまして、事業主体につきましては清

里町林産協同組合ということで、清里町は池下議員の方からご説明がありましたとおり、札鶴

ベニヤ、札弦林材、清里林産の３社でございます。補助の上限額は５００万円で、輸送に要し

た経費の２分の１を補助するものでございます。２３年度の実績では、まだ１月から３月まで

の部分が確定してございませんが、清里林産につきましては、今のところまだ５００万に達し
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ていない状況でございます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 来年度は木材の需要がすごく増えるということで、東北の震災のせいではないと思いますけ

ども、需要が増えて利益が上がるにも関わらず、こういう補助を出すというのは、会社がある

限りずっとやるということですか。予定表を見ますと、３２年までは出るようになっているん

ですけども、その辺いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 木材業界の市況は少しずつ良くなってきているとはお話されていますが、まだまだ道産材が

少なく、輸入材に頼っているというところもありますので、当分の間は要綱に基づき、補助を

してまいりたいと思っております。事業はかなり回復してきているということではございます

が、札鶴ベニヤ、林産工業、林材におきましても、法人税等につきまして均等割は当然納めて

いただいておりますけども、所得割についてはわずかであるというのは実績でございますので、

会社の業績としては法人割が納められないということは、そんなにまだ回復してきていないの

かなと、このように私達は思っ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） 

 今の課長の答弁を聞きますと、会社が潰れなかったらずっと出しますよと、私は聞こえるん

ですよ。これは去年も１回質問したのですが、その時もそういう説明でした。平成１５年から

３２年までずっと続けますと、総体で２億７千万ですよ。片やお金が無いからといって締める

ところは締めておいて、片や流通製材のまだまだ需要が本格的になっていないからと。これは

どうなったらやめるのですか。その辺をお聞かせください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 前段、質問と違うことになりますが、実施期間につきましては補助要綱では平成２２年から

平成２４年までの３年間ということでございますので、３２年ではないと思います。過去にも

３年ずつ経ちますと、見直しをかけながらやっているという状況にありますので、会社の状況
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等を踏まえながら、２５年度を迎える時には見直しをかけていくことになろうかと思います。

ただ今、池下議員からもありましたように、どのようになったら見直すのかという部分でござ

いますが、とりわけ２５年度に向けての見直しの時期がまいりますので、その時点で十分検討

してまいりたいと考えてございますので、よろしくご理解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） 

 確かに３年ずつ事業が組み替えられて、３年、３年といくんですけども、それにしても平成

２４年度で１０年ですよ。１億５千万ですよ。１億５千万って我々は想像できないですよ。例

えば、経常利益が上がっていない会社だったら理解できます。だけど、黒字の会社にどうして

毎年毎年、こんなことをしなければいけないのか。これを町民の人が皆知っているとは、私に

は思えないんですよ。課長を責めてもしょうがないですけど。だけど、こういうお金の使い方

というのは、これから先、町政をやっていく上で考えなければならない一番の問題だと私は思

います。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 答弁はいらないですか。 

 

○２番（池下昇君） 

 いりません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、説明員交代となりますが、本日はここで散会といたします。 

 後は、明日にしたいと思います。大変ご苦労様でした。 

 

散会 午後４時０９分 
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平成２４年第２回清里町議会定例会会議録（３月８日） 

 

平成２４年第２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    ５番  畠 山 英 樹 

    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 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    ６番  澤 田 伸 幸 

 

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 

    焼酎事業所副所長   松 浦    聡 

    教 育 長   村 上  孝 一 
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    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 

    農業委員会事務局長   斉 藤  敏 美 

    監査委員事務局長   柏 木  繁 延 

    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。 

   議案第３０号～議案第３６号（各会計予算案の質疑） 

 

 

 ●予算審議説明員補助者 

  総 務 課 総務Ｇ      主 幹  河合雄司   主 査  鈴木美穂子 

                 主 査  泉井健志 

        企画財政Ｇ    総括主査 熊谷雄二   主 査  阿部真也 

                 主 任  土井泰宣 

  町 民 課 町民生活Ｇ    総括主査 三浦 厚   主 査  梅村百合子 

                 主 査  武山雄一 

        税務・収納Ｇ   主 幹  鈴木 敏   主 査  永野 宏 

  保健福祉課 保健Ｇ      主 幹  藤代弘輝   保健師長 太田富士子 

        福祉介護Ｇ    総括主査 野呂田成人  主 査  武山悦子 

                 主 査  水尾和広 

        保育・子育てＧ  総括主査 工藤志津子  主 査  杉村眞弓 

  産 業 課 農業Ｇ      総括主査 原田賢一   主 査  山嵜孝英 

        商工観光・林政Ｇ 総括主査 進藤和久   主 査  樫村亨子 

  建 設 課 建設管理Ｇ    総括主査 清水俊行   主 査  酒井隆広 

                 主 査  山本卓司 

        上下水道・公住Ｇ 主 幹  岡崎 亨   主 任  荒 一喜 

 

  生涯教育課 学校教育Ｇ    総括主査 清田憲宏 

        社会教育Ｇ    総括主査 本松昭仁   主 査  吉田正彦 

 

  農業委員会          次 長  宮津貴司 

  消防清里分署         分署長  高橋俊幸   庶務係長 田中義裕 

                 救急係長 君島晴男   予防係長 小笠原明博 
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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８名です。 

 ただ今から、平成２４年第２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  議案第３０号～議案第３６号（各会計予算案の質疑） 

○議長（村尾富造君） 

 昨日に引き続き、質疑に入ります。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費。７８ページから７９ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 負担金の中で、中小企業融資貸付制度補助となっておりますけども、金額は別にしまして、

どのぐらいの企業で利用されているのか、分かれば。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 清里町中小企業融資制度につきましては、運転資金につきましては５００万円以内、設備資

金については８００万円以内、貸付期間は運転資金については５年以内について利子補給をそ

れぞれ行っているものでございます。対象人数等でございますが、平成２２年の実績で短期運

転資金につきましては、１２企業から２９件に対しまして利子補給額で６９万３千円。運転資

金の長期につきましては、１１企業から１３件に対しまして利子補給５０万３千円。設備資金

につきましては、１企業１件に対しまして３万１千円。合計で２０３万２２１円となっており

ます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目観光振興費。７９ページから８０ページ。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 １３節委託料のパパスランド管理運営業務委託の内訳等の細部について、お知らせをいただ

きたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 パパスランドの業務委託料５,１８５万９千円でございますが、パパスランドの業務委託につ

きましては、平成２４年３月で今までの指定管理契約が終了することと、本年度はパパスラン

ドの改修、また、２５年度からはパパスランドの施設が大幅に変わることから、２４年度に限

り業務委託契約で契約をしていくことで予算を計上しているところでございます。内容につき

ましては業務委託契約になりますので、パパスランドの収入につきましては、全て町に納入を

していただく。かかる経費につきましては、全額予算計上し支出していくという形での予算を

算出しているところでございます。収入についての３,４２０万円の内訳でございますが、平成

２２年度の。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番 

 できれば、ここの部分が分かるものをコピーして、全議員に資料として提出していただいた

方が良いような気もするんですけど、どうでしょうか。お諮り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） 

 ２月２２日の常任委員会において、主要事業の当初予算計上の中で、資料と併せて説明を行

っているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ちょっと休憩します。 

（暫時休憩） 
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○議長（村尾富造君） 

 この経過について、議会事務局長より説明させます。 

 

○事務局長（柏木繁延君） 

 産業福祉常任委員会の件でありますが、所管課から提出されている資料につきましては、２

４年度の予算の概要でございまして、加藤議員が求めている内訳については、資料としては提

示されておりませんので、ご報告申し上げます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 資料が必要でしょうか。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 できれば必要だと私は理解する訳ですが、皆さんに諮って、必要があるかどうかの結論を出

していただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤議員から細部について、資料が必要ということでございますが、必要であれば今、提出

を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「賛成」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ９時５０分まで休憩いたします。 

                               休憩 午前９時４３分～ 

                               再開 午前９時４９分 

○議長（村尾富造君） 

 パパスランドの予算計画書が出てまいりました。業務委託料５,１８５万９千円、並びに売上

の中身についても出てきましたので、産業課長より説明をお願いします。 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 平成２４年度につきましては業務委託契約で進めるという上で、収入につきましては、全額

町の方に納めていただく。支出については、かかる経費分を予算計上していくという考え方で、

予算を立てているところでございます。収入支出の予算計上にあたりましては、パパスランド

の方から、どのぐらいの収入支出がかかるかという計画書を提出していただき、町といたしま

しては、２２年度のパパスランドの実績並びに２３年度の１０月末現在での実績を踏まえ、２

３年度の収支見込額を踏まえた中で精査させていただき、収入３,４２０万円、支出５,１８５万

９千円という金額を計上しているところでございます。収入についてでございますが、２２年

度の実績額は３,５０５万３千円となっております。支出につきましては、総額５,１７７万２千

円となっているところであり、２２年度の指定管理委託料は１,８０１万７千円を補助している

ところでございます。２３年度の収支見込につきましては、途中でまだ不確定なところがござ
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いますが、収入につきましては３,３００万円ぐらいになるだろうと。支出については総額５,

１００万円ぐらいになるだろうという推定のもとに、２２年度、２３年度の収支を見ながら、

収入を３,４２０万円、支出を５,１８５万９千円と定めさせて、予算計上させていただいている

ところでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、産業課長から説明がありましたけども、やはりここは親切丁寧に詳細なりを説明してい

ただかないと駄目な部分ではないかと。今まで常任委員会等も度々開催されていた訳ですけど

も、いろんな方策の中で指定管理者あるいは委託業務という形で、パパスランドの問題は喧々

諤々、議論してきた経過がございます。ここは親切丁寧な提案説明はきっちりしていただかな

いと、大変重要な部分なので。いろんな思惑、いろんな話ではないですけども、きっちりした

計数書類を提示していただかないと。中には過去において、パパスランドの決算報告等は出て

おります。それと、きっちり対比した中の話も。私達も予算計画書を対比すれば、その移り変

わりは分かると思います。今、僕の手元にもあるんですけども、２２年度の決算の中で、収入

売上が３,５１０万。これは決算書ですが、その辺は間違いないですね。ちょっと聞かせてくだ

さい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 パパスランドの収支につきましては、毎月月次報告をいただいているものでございまして、

それを年間トータルした結果が、ただ今、ご説明いたしました収入につきましては、平成２２

年度は３,５０５万３千円でございます。経費につきましても５,１７７万２千円でございます。

間違いございません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 本当は細部にわたって、いろいろと話をしたい部分があります。光熱費の部分で、昨今の燃

料代等も上がっている現実があります。この中で、２２年度の光熱費の燃料代等は、当時の単

価だと思いますから、今の現状に比べれば２０パーセントぐらい、単価的には安かったのでは

ないかと思いますし。そういうことも分かりますけども、やはりそこら辺の話は、きっちりと

委員会の中で揉んだ中で協議していくのが、本来の流れかなと思います。その辺も今、現状で

見て、単価が全部上がってきた訳ですけども、売上収入が３,４２０万円ということですから、

その部分ではそんなには大きい数字は見ていない、現状の推移で見ているのかなと思ってはい
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ます。その判断の中で経費の占める部分。今後、果たしてその部分がどうなのか。その中で、

そう判断したのかちょっと分からないのですが、もし、その部分で光熱費等を加味しただとか、

そういうのがあるのであれば、説明していただきたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 収支の支出の方の全体といたしましては、ただ今、前中議員さんからお話がありましたよう

に、燃料の高騰という部分も十分考えられるところではございましたが、パパスランドの改築

が始まっておりまして、平成２４年度最後で施設を取り壊すということもありまして、修繕費

などはできるだけかけないようにして、必要最小限に留めていくことの中で、支出については

前年同額の数字で、全体としてできるのではないかということで、この金額を積み上げたとこ

ろでございますので、ご了解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今の質疑の中で、２２年度の売上が３,５１０万だと。２３年度の１０月までの数字というこ

とで先ほど提示があったのか、全部の見込みということか。ちょっとそこのところが聞き取れ

なかったのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ２３年度につきましては予算を作成している段階では、昨年の暮れに作っておりますので、

１０月末で締めております。その後１２月、１月分も入ってきておりますので、１月末現在の

使用料額の総額でお話をいたしますと、４,３５７万６千円になっているのですが、この中に管

理委託料の分が入っていますので、今差し引きたいと思います。１月末現在で２,８７１万１千

円が平成２３年度の実績となっております。ですから、あと２月分、３月分を加えると、２４

年度は３,４２０万円になるのではないかということでの積算数値となってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ３,４２０万に２４年度はなるだろうと言いながら、それでいくと、この前年対比で書いてあ

るパーセントって嘘ってことですか。ここに出している１０５パーセントとか。食堂売上１０
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５パーセント。だけど今、２３年度も３,４２０万ぐらいになるので、今回、２４年度について

の計画は、前年度対比で１０７パーセントにして３,４２０万って言っているんですけど。ここ

が違っていたら、この積算根拠が全くのでたらめと捉えるしかないんですよ。 

 もう一度、正確に説明をお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 前年対比につきましては、２２年度に対してのここまで収入を伸ばしたいというパパスさん

の希望数字でもございましたが、２２年度の温泉使用料などにつきましては、緑清荘が改修期

間でもあったことから大幅に伸びているという経過もございますので、その辺を考慮しながら

町としては総体で３,４２０万円。前年は３,５００万ほどありましたが３,４２０万円。そして

２３年度の実績は３,４２０万円を下回る状況でもございますので、３,４２０万円とさせていた

だきました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 私が日本語の解釈ができないのかどうか分からないんですけど、それは事務方が計算する数

字であって、私が言っているのは、ここに提出された計画書の数字、ここに書かれている金額

は、例えば大人の４５６万円というのは、前年対比で１０５パーセントの収入を見ています、

ということではないのですか。今、言われた課長の答弁は、２２年度は緑清荘のことがあった

ので売上が伸びましたよという話です。前年度対比ですから、２３年度に対してこれだけ上が

るという見込みだということなんでしょ。 

 だけど、収入のこの部分がそういう形でいくと、基本的に札弦のパパスの業務委託をするに

あたってどうなのかと。基本的検討をきちっとなされたのかどうなのかってことなんですよ。

「パパスは来年度、道の駅として立派になります。その運営については指定管理にします。で

も、その内容についてはレストラン部門、売店部門などの利益の出る部分については精査して

いきます。そういう努力をしていきます。そして、農産加工施設等については、別に委託契約

を結びます。」こういうスタンスで来て、来年からスタートするにあたって、今年度は指定管

理ではないのです。業務委託なんです。と言うことは、レストラン部門や売店部門を切り離し

て、この部分については無償で貸付けて営業してもらうだとか、来年に向けた方策を考えてな

かったらどうするのですか。売上に対する出ている数字そのものも、でたらめになってしまっ

ているでしょ、今の報告でいくと。売り上げたものは収入は収入、支出は支出、業務委託では

当然です。でも、今までやってきた指定管理の施設を来年から良くして、また指定管理に移そ

うというその年に、このとおりいけば良いですけど、もし間違って売上が下がって、先ほど言

われていたように各部門の燃料代が上がったら、もっとかさんでいくということですよ。この

範囲で収めるという保証は何も無いんですよ。 
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 どうして、来年から指定管理にした時に、この部分はこういう方向でいきたい。その指定管

理期間が解けた今年については、利益の出る部分についてはテナントを入れてこうやりたいだ

とか。それが基本じゃないですか。しかも、業務委託はいいですが、なぜそれを、指定管理を

やっていた前任者に、そのままストレートにやりますということになってくるのですか。来年

選ぶ指定管理は、一から選ぶんですよ。業務委託を選ぶのは、町サイドの権限だからそれは良

いでしょう。だけども、来年からこうすると言われている利益の出る部分での運営方法などに

ついて、全く改善されないで、今年度これをやっていって良いのか。それをやっていって、も

し、これに出ている数字よりも収入が下がり、費用が膨大になった時、来年から３年間の指定

管理の収入と経費を見る時、どうなっていくのですか。私は、こういう形でのパパスランドの

運営での予算の出し方については、何回も論議をしてきたはずです。課長の答弁はもしかする

と、今年度中に検討して来年からやりますと返ってくるかも知れませんが、そんな簡単な問題

ではない。 

 課長の答弁がもし無理なら、副町長の答弁でもよろしいです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 業務委託で実施するにあたりましては、ただ今、加藤議員さんの方からお話もありましたよ

うに、レストラン部分とかお風呂の部分とかを分けて業務委託するということも検討はいたし

ましたが、いずれにいたしましても、平成２４年度の１年間限りの業務委託であるということ

から、分けたりしますと、現在働いております指定管理者の従業員の身分の関係等も、いろい

ろあるということも判断しながら、全体を含めて本年度は業務委託をしていこうということで、

予算計上したところでございます。 

 次に、収支の部分で、この予算計上できちんと収入が得られて、支出が間に合うのかという

部分でございますが、確かに厳しい現状でございますので、何も保証できるものはございませ

んが、随時、業務委託契約としての町の検査機能をパパスに働かせながら、できるだけ経費を

抑えながら収入を確保できるように、随時、指定管理とは違う部分で業務委託をしてまいりた

いと考えております。 

 また、２５年度以降の指定管理での募集については、当然、公募をした上で指定管理者を選

定していくものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今の課長の答弁の中で、私は非常に疑問に思う言葉があったんです。「働いている人方の雇

用を確保しなければならないから」と。指定管理は今年度で切れるということは分かっていた

はずです。それは、町サイドでこの問題の中で判断する材料ではないということです。 

 それと、「指導を強力にして進めていきます」と言うけど、売上はどうやって伸ばすんです
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か。課長や職員が毎日行って食べるのですか。そういう問題ではないでしょ、売上は。経費は

極力下げるとは、どの部分を下げるのですか。大きく変動するのはどこの部門なんですか。 

 今、課長が言われた、努力しようと思う項目、売上を伸ばそうと思う項目の内容について、

説明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 私は、細かい話でいじめたい訳ではないのです。もうこの話はいいです。 

 基本的に来年から指定管理になっていく訳ですよ。その時に今までと同じような感じで、踏

襲してきた１年分の委託費をそのまま乗っけて、そして、同じところにポンと全部丸投げしま

すと。これはどうかと。 

 私は少なくても、利益の出るレストラン部門ぐらいは、独自性を持った予算の組み方で。テ

ナント料がゼロならゼロでいいでしょう。どうしてそういう予算の組み方ができないのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これは、過去の委員会でも何回となく話が出ていたと思うのですが、パパスランドに７億数

千万かけることについては、札弦の活性化のためにやむを得ないと。しかし、運営方法につい

ては、しっかりと協議してくださいということは、過去の委員会で、何回も各委員から出てい

た話でございます。 

 ２２日に委員会が開催されて、私は欠席しておりましたが、この５,１００万の内訳、３,４０

０万の内訳が一つも報告されないで、委員会で十分な審議をされないで本会議に出てきている。

これは、大変遺憾に思う訳でございまして、今、加藤議員からも前中議員からも、また、質問

されていない議員もいる訳ですが。 

 ここで休憩を取りますので、町長部局と産業課長とで答弁調整をしていただきたい。町の考

え方をしっかり議員の質問に答えられるような答弁調整をしていただきたいと、かように思い

ます。 

 今、私の時計で１０時１０分です。１０時半まで休憩いたします。 

                              休憩 午前１０時１０分～ 

                              再開 午前１０時３０分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 答弁調整をされたと思いますので、答弁願います。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 パパスランドの業務委託に係る収支予算の詳細につきまして、議会に詳しく報告をしないま

まに今回、予算計上したことに対しまして、お詫びを申し上げます。 

 パパスランドの管理運営方法につきましては、以前から委員会と協議をしてきたところであ

りますので、平成２４年度は改修事業が実施されるということもございますので、業務委託契
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約により実施をさせていただきたく、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 私からも一言お詫びと、これからの考え方について、お話させていただきたいと思います。 

 ご承知のとおり、昨年度からパパスランドの業務委託については、委員会を通してご審議を

いただいたところであります。また、今回こういった予算計画書、いわゆる根拠となる数値を

示さなかったところにつきましては、深くお詫びを申し上げるところでございます。 

 ２４年度につきましては、ご承知のとおり改築時期ということで、指定管理者制度を用いる

ことなく、業務委託管理で進めていきたいということでございますので、その辺はご理解いた

だきたいと存じます。 

 それと、収入、支出につきましては、前年度あるいはその前の実績等の数値から鑑みて、こ

の予算を計上しているところでございますので、どうか一つ、ご納得のほど賜りたいと存じま

す。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今の副町長の答弁は、基本的にこの予算書のとおりの数値ですということの表現なんですよ。

それは、何のために来年、道の駅で改築していくのか。そのための論議を重ねてきて、来年に

向かってのステップの中で、今年度は業務委託というのは良いです。しかし、その中身、方法

についての説明がないのですが、その辺についてはどのように捉えているんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 パパスランドの運営につきましては、今までも実績のあるパパスランドさっつるさんのノウ

ハウをそのまま受け継いでいただいて、２４年度の単年度につきましては、パパスさっつるに

業務委託としてお願いをして、２５年度につきましては、また指定管理者制度で、新たに始ま

る訳でございますし、条件も大きさも規模も、それから運営方法も、きっと検討のところでは

変わってくると思いますので、その辺も十分検討しながら、２５年度に向けて協議させていた

だきたいと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 そういう言葉でしか返ってこないと思うのですが、だけど、こういう形でいったら、収支が

合わなくなるのが目に見えている。私は断言してもいいぐらい思っているんですよ。こういう

形での運営の中で、２４年度が好転できる要素があるのかどうか。仮にこれが逆転した時に、

収入が減って、支出が増えた時に、「すみませんがこうなりました。業務委託ですから仕方な

いです。」で終わるのかということなんですよ。それは、２５年からの指定管理でも同じこと

が言えるのです。利益の出る部分については、むしろテナントで、ゼロでやるぐらいの数字の

提案の仕方でも良いのではないですか。それが２５年からの指定管理に向かっての第一歩じゃ

ないですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 この予算につきましては、実績を鑑みて予算化している訳でございまして、これは私としま

しても、数字的にはどうなるかは分かりませんが、予算は予算として計上させていただいてお

ります。先を読むことはなかなか困難でございます。 

 それから、テナントとしてゼロとして挙げたらどうですかというご意見ですけれども、そう

いう方法もあろうかと思いますが、着実な数値としては、今まで培ってきた実績を用いてやっ

た方が、リスクが少ないのではないかという考えで、今回は業務委託ということでございます。 

 それから、今のパパスの会社が、２５年度から指定管理をやるということは、まだ決まって

おりません。先ほど産業課長からもありましたが、２５年度はまた公募によって指定管理を決

める。その時にはパパスさっつるも名乗りは出てくるかと思いますが、そこが決まっているか

ら、テナントとしてやったらどうですかというのは、ちょっと当てはまらないのかなと考えま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 言葉の使い方が悪かったのかも知れませんが、今年は業務委託なんです。ですから、委託す

る部門のマイナスの出る部分、風呂などを管理する部分については業務委託が当然でしょう。

別に私はパパスに業務委託しろとは言ったつもりはないのですが、せめてレストランぐらいは、

どこかにテナントでやらせたら良いのではないですかと。それは、来年から指定管理が始まる

場合についても考慮していくことではないですか。それは、町長の意向でもあります、十分検

討してきますという話も、私は過去に聞いたこともあります。そういうことを考えていくと、

今回の提案されている、パパスの２４年度の予算の組み方というのは、私は「分かりました」

とはうなずけない。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 食堂等のテナント方式といった考えもあろうかと思いますが、２４年度につきましては、町

の考え方は業務管理でいきたいということですので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 パパスの関係については、私は委員会が違うので、今まで出てはいますけれども、話をさせ

ていただいたことはなく、その中での議論を聞かせていただいています。当然、議員の方につ

いては、パパスが立派になった後の指定管理の運営方法だとか、どうなるのかと聞いていた。

そこら辺まで説明されて、今回の業務委託になったなら理解はしますけれども、その間の中身

について、全く知らされていない中で、今日ここで理解しろと言われても、納得する方につい

ては良いのかも知れませんが、この流れでは理解できるものではないと、私自身思うところで

あります。 

 それで、これはまだまだ時間をかけないと前に進めないと考えるので、申し訳ないですが、

時間をかけていただいて、引き続き審議をお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 来年度の業務委託の予算書が出た訳なんですけど、今、やりとりを聞いている中で、この中

身を見ると、管理委託料がちょうど人件費と同じぐらいの金額なんです。なので、来年度はあ

くまでも業務委託ですから、人件費の補填ぐらいというような解釈になります。だけど、それ

以前にも１,８００万ぐらいの委託料が発生したんですよね。そうなると、ずっと指定管理に移

行した後も、人件費を生んでいなかったと。指定管理の意味合いについては、町長も執行方針

の中にも謳っておりますけども、民間の活力を利用してサービスの向上などがあります。そう

いうものを考えた時に、人件費も生まれないような状態で運営していること自体、一体どうい

うことなのか。２４年度については良いのですが、これ以降についても、計画している販売の

部門につきましては、委託料なしで本当にやっていけるのかということが、懸念されるところ

だと思うんですよね。そういうことも含めて、この指定管理については、僕も一般質問でもち

ょっと話したこともありますけど、都会の方では民間が公共の施設を利用して大きく儲けるこ

ともできますけど、この田舎ではそんなこともそうそう考えられない。そこについては、もう

少し監視すると言うか、行政サイドで審査するという部分ではなく、一般の町民の意見だとか

を取り入れていってはということも、僕は提案したこともあるんですけど、行政が今、職員を

削減している中で、業務委託なり指定管理という形に持っていって、あまりにも丸投げ状態で、

任せたんだからと責任を持たないみたいな考え方は、今回パパスが業務委託になるということ
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を契機に、もう一度指定管理ということについて検討しなくてはいけない時期にきているので

はないかと。指定管理を導入してから５、６年になりますか。その辺については、初心に戻っ

て検討の余地があるのではないかと、僕は感じるのですが。どうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 指定管理の関係のご指摘でございます。我々といたしましても、指定管理制度が万全な制度

であるとは考えてございませんが、利点もありますし、欠点もあるということで、議員がおっ

しゃられたように、これからの指定管理者制度につきましても勉強させていただきたいと思い

ますが、パパスランドにつきましては今回、業務管理ということでご理解を賜っていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 このパパスの道の駅の業務委託につきまして、いろいろと各議員から話が出ている訳であり

ますけども、２５年度に向けて７億数千万かけてやる事業で、議員の皆さんも真剣に考えてい

ると思います。そういった中で、やはり皆さんが心配しているのは、今も言われているように、

運営方法がある程度きちっと出た中で進んでいってもらわないと。加藤議員も言われているよ

うに、利益の出る部門については、今年１年しかない訳ですけども試験的にでもやってみては。

この資料を見ると、売上から人件費や水道光熱費などを引いたら、本当に無くなるような現在

の状況で、この状況の中でこれから努力してやっていくと言われる訳です。そして地元雇用な

ど、言葉は良いですけども、そういった中で皆さん本当に心配をしているのです。後手後手に

回って、どうするかと頭を悩ます前に、やはりきちっと運営方法だとかも、ある程度出してい

ただかないと困る。 

 今回は２４年度分の業務委託の部分での論議なんですけども、先のことも考えて皆さん言っ

ている訳で、ここで簡単に良いかと妥協する訳にもいかないという考えで、皆さんもいると思

いますし、私もそう思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 利益の出る部分という言い方が悪いのかも知れませんけども、とんとんでやってもらわない

とならない部門については、無償で施設の貸付で行う。それに係わる食材費や経費や人件費な

どの分は削除する。そして実際に、温泉やサービス、観光に必要な部分については業務委託を

していくんだと。２５年から指定管理をやる時も、過去２ヵ年、３ヵ年のデータがこうでした。
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だから、こういう形でこの金額を決めますといった時に、どの部門がどういう収支状態なのか。

私は緑清荘みたいにトータルでゼロでやっていくのであれば何も言いません。これは道の駅を

造る時点から、この論議を私は言ってきました。なぜ、今年の予算で言うかと言うと、２５年

から指定管理を受けた時に、ますますその委託料が３年、６年と上がっていく要素が出てこな

いか。私は少なくても２５年に向かって、どういう姿勢でやっていくのか。その辺について明

確に示して欲しい。ここに出ている予算書みたいに、収入は収入、支出は支出です。キャパが

大きくなりましたから、トータルとして１,８００万のところ２,０００万になります、２,５０

０万になります、なんてことにはなっていかないでしょ。それは、建設当初から言われたこと

で、そうならないように努力しますと。だとしたら、今年において最低限、利益が出るであろ

うレストランについて、そういう形を取るべきだと思います。それとも、最初からレストラン

も何もかも全部マイナスで、実はこういう実態で、将来もこうなるんですと言って、委託料が

どんどん跳ね上がっていくことになってしまわないのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 何回も申し上げますけれども、食堂部門につきましては、今回の２４年度に限っては、この

ままの方式でいきたいというのが、町の考え方でございます。 

 ただ、２５年度からの指定管理者制度においては、今、議員のおっしゃった方式も加味しな

がら、検討していきたいと思っておりますので、今回につきましては業務管理。その中には食

堂部門、物品売上も今までどおりの実績を踏まえての予算で計上しておりますので、この形で

いきたいということでお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 提案した方ですから、そういう形で良いと思いますけど、それでいくのであれば、私は２４

年度の予算については賛成しかねます。今の時点で申し上げても過言ではありません。この予

算書の中で、２４年度の１年間でできるだけ経費をかけたくないという表現があった訳ですが、

この業務推進費の最後の方の修繕費に、かけたくないと言いながら、生産経費という意味の分

からない部分がある訳ですが、どうなって、こういう形になったのか。今年度１年間ですので

と言いながら、基本的に文書の出し方も、非常に納得がいかない予算書の出し方をされて、私

は賛同する訳にはいきません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 
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 各議員からいろいろと話が出ておりますのを聞いております。所管が私の委員会であります

から、大変聞きづらい面もありますし、言いたいことがあっても言えない立場でもありますけ

ども、やはりここは出された資料についても、加藤議員が言われたように、納得できかねるよ

うな状況でもあるし。２２日の委員会で出さないで、ここにきて出されるということも、まず

いと私は思います。やっぱりまずいと思いますし、賛成するしないは別として、９人の議員が

いる訳ですから、多ければ賛成はできるのでしょうけども、やはり修正できるところは修正し

てもらって、こうやりますという考え方でないと、ただよろしくお願いしますと言われても、

議員も納得できない部分もあるのです。ですから、議長、その辺りを何とか配慮してもらって、

もう少し詰めてもらわないと。このパパスだけの話じゃないですから。ですから、ここはきち

っとやっていただきたいなと、私からはそれだけ申し上げたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほどからパパスの問題については、いろいろご意見をいただいて、また、ご心労をわずら

わせているところでありますけれども、先ほど担当課長からも説明が縷々あったところであり

まして、また、今日ここに至るまでに、委員会の中でもそれぞれご審議をいただいてきたと理

解しております。ただ、最終的な積算の段階において、これらの収入・支出を含めた委託料の

算定の数値の根拠等については、いささかご指摘のとおり、不備なところがあったという部分

でありまして、この部分については心より陳謝を申し上げたいと思います。 

 ただ、先ほど来、加藤議員より、利益の出るところについてはテナントだとか、いろんなも

のを考えながら、今後の対応を含めてやられたらいいのではないかというご意見でありますが、

これは何年間か試行期間があれば、そういう手法もいろいろ検討しながらと相成ろうかと思い

ますが、現在までもパパスランドはずっと営業してきておりまして、ノウハウも一定のものは、

パパスランドとしては持っていると思いますし、平成２４年度１年限りの対応であります。手

法についてはいろんな考え方があると思いますが、私は業務委託で良いという判断をいたして、

この議案を提案させていただいたものであります。確かに加藤議員の言われるように、テナン

トでその部分だけ独立させて様子を見るという手法もない訳ではないと思いますが、規模だと

かやり方だとか、いろんな部分が２５年度からは変わってきますから、必ずしも今のスタイル

の中で、それを進めていったことが全て良い方向につながっていくかという、大所高所を考え

た上で、今までやってきたスタイルの中から、業務委託の形を設定させていただいて、今日を

迎えている訳でありますので、そこら辺についても十分にご理解をいただきながら、２４年度

はこのスタイルでやらせていただきたいと考えておりますので、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） 

 ここで、議員側と町長部局とでは、かなりの温度差がありますので、休憩をかけて少し精査

をしたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 
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                              休憩 午前１０時５４分～ 

                              再開 午後 １時００分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を行います。 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 午前中はたくさんのご意見をいただき、誠にありがとうございました。御礼を申し上げます。 

 パパス関係の２４年度の運営方式につきましては、何度も繰り返しになりますけれども、業

務管理委託方式を選定し、実施させていただきたいと存じます。ご意見を踏まえながら、収益

の見込まれる部分、いわゆる物品販売並びに食堂部分につきましては、収支を明らかに出来る

ような手法も考えながら進めてまいりますので、どうぞご理解を賜りますようよろしくおねが

いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 明年に向かっての話ですので、そのことでいいかと思いますが、明確に出来る仕方がこのま

まのスタンスでないという、もう一歩踏み込んでやるということを気持ちの中で理解をして、

そのことについて了解と言うか、受け止めたいと思います。 

 ただ、今回のパパスランドの予算書の数字の手違い、こういうこともありますので、ぜひこ

の部分については、取り下げて正しいものを、あるいは今、副町長が言われたようなことも考

慮した計画書の提出というものも、事前に委員会等に提示するなり、考えていただきたいと思

います。 

 また、午前中の質疑の中で、私が賛同できない、あるいは否決するというような、ちょっと

正確には覚えていませんが、そのような発言をした部分については、質問中であり、誠に申し

訳なく、訂正をいたしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 大所高所、検討しながら進めたいと存じますので、また、委員会に説明をする際には、親切

丁寧に進めたいと思っておりますので、どうぞご協力のほどもよろしくお願いしたいと存じま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３目オートキャンプ場費。８０ページから８１ページ。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ４目江南パークゴルフ場費。８１ページから８２ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため、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。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費。８２ページから８３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります 

 ２目道路新設改良費。８３ページから８４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２項都市計画費・１目公園費。８４ページから８５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３項住宅費・１目住宅管理費。８５ページから８６ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目住宅建設費。８６ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため、暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩時間中に、消防費の質疑を行います。 

 ８款消防費・１項消防費・１目消防費。８７ページ。 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 消防費の関係とちょっと離れるんですけども、せっかくの機会ですので聞いてもよろしいで
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しょうか。 

 今、清里の消防分署も救急体制が整っていると理解している訳ですけども、この救急の連絡

があってから、救急車が出動するまでの時間というのは、一般的に大体どのくらいの時間を要

しているのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 分署長 

 

○消防分署長（高橋俊幸君） 

 ただ今のご質問にお答えさせていただきます。普通、通報が入りましたら、詳細を聞き取り

しなければならない関係もあるので、はっきりした時間は申し上げられません。傷病によって

すぐ判断できるものもございますし、詳細に聞いてから出動、救急処置の道具を用意するとか、

いろんな関係がございますけれども、職員自体はすぐ出られる態勢になってございますので、

早ければ３０秒から１分以内で出動できますし、内容によっては１分半ないし２分もかかると

いうことも想定されまして、大体その範囲で、積むものは積んで出て行ける態勢は常にとって

ございます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君 

 

○８番（田中誠君） 

 私も人から聞いた話で、「何でそんなに時間がかかるんだ」と言われたものですから、この

機会にお聞きした訳です。消防に連絡してから、救急車が来るのに５０分もかかったと。交通

事故かなんかがあって、５０分もかかって来ていたらどうにもならないという指摘もあったも

ので、そういう事実があったのかどうか。また、どういう理由があったのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 分署長 

 

○消防分署長（高橋俊幸君） 

 ただ今のケースは私も時間的な部分ははっきり記憶してございませんが、清里については札

弦、緑と、３集落ございまして、緑方面ですと場所によっては２０分なり２５分かかるケース

も考えられますので、一概には言えないのですが、たぶんおっしゃっていることは私はほとん

どないと理解しているのですが、過去におきまして、たまたま家の方向を間違えて、道路１本

横を走ったとか、そういうケースは事実としてございましたので、最近はそのようなことはな

いように、当然、地域の住宅の把握もしてございますし、通報を受けた職員が分からなければ、

周りの職員がここだと、場所が明確に分かるように指示をして救急出動しておりますので、最

近はそういうことは起きていないと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 田中誠君 

 

○８番（田中誠君） 

 私もよっぽどでない限りはそういうことはないだろうと思っているし、そういうことでお話

はしたんですけども、私が聞きたかったのは、連絡を受けて救急車が出動するのにはどのぐら

いのかかるのかということで、今の説明で理解したので、よろしいです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君 

 

○３番（勝又武司君） 

 消防費と関係あるかどうかは分からないんですけど、消防の住宅ですが、現在の入居の状況

が分かりませんが、僕も消防議員で、斜里の庁舎なども見て回ったのですが、どこも住宅はあ

まり立派ではないと。うちの町も相当年数が経っていると思います。そういう部分で、救急体

制なども含めて、あそこの住宅に、どうしても住んでいかなくてはいけないものなのかという

ことと、どのくらい経過しているのか、お知らせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 分署長 

 

○消防分署長（高橋俊幸君） 

 ただ今のご質問でございますが、現在の消防職員住宅につきましては、建築後約４０年を経

過している訳でございます。現在４戸、４名の職員、単身者、世帯者２戸ずつということで入

居してございます。 

 住宅については、過去に勤務体制が違いましたので、救急業務、緊急出動に備えて、近くに

いてすぐ出動できる体制をとるために、住宅に住んでいる訳でありますが、近年、通信網も発

達し、連絡体制も十分取れていますし、ほとんどの職員は市街地の中に住居を構えて住んでお

りますので、救急出動があった時に遅れることは、ほとんど無いかと思います。よほどのこと

がない限りは十分に対応できると考えております。 

 現消防住宅につきましては、先ほど申し上げましたが、４０年近く経っているということで、

相当老朽化で傷んできている状況でございます。ここ数年、修繕等を行い、住環境の整備を図

りながらきている訳でございますけれども、年数的にもそろそろ住宅の建て替えなり、移転な

り、解体なども考えていかなければならないと判断しております。住宅についてはそのような

状況だとご理解いただきたいと思います。 

 また、消防施設の整備の関係ですが、これはまだ具体的な計画は詰まってございませんが、

議員の皆さんもご存知のとおり、救急デジタル無線の整備を平成２７年までに整備していかな

ければならないという部分もございまして、それらの詳細な計画はこれからでございますが、

機械整備も当然していかなければならないことも想定されます。今の事務所、通信指令室、仮

眠室、団員控室がある訳ですが、過去からの課題で、かなり狭隘な部分もございますので、消

防施設の用地、それから施設、住宅も含めまして、どういう利活用が良いのか、一番良い方法
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をこれから考えていきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君 

 

○３番（勝又武司君） 

 おそらく４０年も経っていますので、修繕しても新品状態になる訳でもありませんし、かな

り限界にきているのかなと思っております。決して良い環境ではない、劣悪な環境ではないか

と思います。そんなことも含めて、庁舎もそうですが、過去には救急車も収まらないから、バ

ンパーを切ってやっと入れていたということも聞いたことがあります。災害対策ということも

含めて、いつ頃が目途なのか分かりませんけども、そういう整備計画を練り上げていくべきで

はないかと感じております。その辺についてはどうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 分署長 

 

○消防分署長（高橋俊幸君） 

 議員のおっしゃることは良く理解できますので、先ほども申し上げましたとおり、消防施設

全体、それと住宅の問題は喫緊の課題として残りますけれども、早いうちに有効な利活用がで

きるような整備を考えていきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ、次に移ります。 

（説明員交代） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 

 ９款教育費・１項教育総務費・１目教育委員会費。８７ページから８８ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目教育諸費。８８ページから９０ページ。 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 １８節でありますけども、器具購入と書いてございます。これは説明の中ではパソコン４８

台と聞いている訳ですが、元々清里小・中学校については、早い時期からパソコンを入れられ

たという部分で、他の町村から見れば、数段ずば抜けて早かったと理解する訳であります。今

回これが年次ごとに換えるという書き方をされているんですが、これは何台を何年に取り揃え

るのか、お聞かせいただきたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 小中学校のパソコン機器につきましては、主に平成１５年頃のイントラ整備に併せて導入を

されたパソコンが多いということで、非常に老朽化し動きも遅いということで、特に教職員の

方が現在事務に一部支障をきたしているという状況にございます。また、小中学生、児童生徒

の部分につきましては、昨年一部メモリーの増設を行いまして改善した部分もございます。今

後、現在使用しております機器、ＯＳソフト、ウィンドウズＸＰが入っておりますけれども、

これらの今後のサポート期限もございまして、順次機器の更新をしてまいりたいということで、

２４年度におきましては、先に教職員分４８台を予定し更新してまいりたいと考えております。

その後２５、２６の３ヵ年におきまして、児童生徒の機器を９０台程度更新をしてまいりたい

と計画をしているところでございます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 結構な金額になろうかと思いますが、あくまでもこれは小・中と理解してよろしいでしょう

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） 

 はい。小中学校の分でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 これは余計な心配かも知れませんが、高校にもあると聞いているし、見てきてございます。

あれも年数が経っていないのかなと心配するところですけども。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 高等学校につきましても、授業等でＥラーニングですとか、そういうことでパソコンの活用

をした中、授業を実施されております。詳細の年数等につきましては、こちらで現在把握して
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おりませんけれども、学校に訪問した折りにですね、拝見いたしますと、同じＯＳソフトで動

いているという現状にあると思います。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」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２項小学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑します。９０ページから９

２ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３項中学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑します。９２ページから９

３ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ４月から中学校の指導要綱が変わる中で、学校管理費の中の１８節の中に３９万９千円計上

されておりますけども、清里中学校の場合、武道の実習は柔道ではなく剣道を選択すると聞い

ておりますけども、その中で剣道の防具等の購入があるのかないのか。聞くところによります

と、かなりあるという話は聞いておりますが、その辺、確認の意味を込めてよろしくお願いし

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） 

 新しい指導要領に対応する武道等の関係につきましては、本町中学校におきましては、前倒

しによりましてその対応をしてきておりまして、剣道の道具関係につきましても、平成２１年

に整備をしておりまして、それを使用してまいりたいということで考えております。以上でご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 と言うことは、充足されていると捉えてよろしいですね。 

 もう１点、道議会の方でも、柔道の選択時にその有段資格者の先生がいないため、有段者で

ない先生が指導しなければならない時の事故が１２名ほどでしたか、事故があったという部分



 185

が出ていますけども、同じように剣道の場合も、有段資格者の先生が現時点でどうなのか。も

し分かれば、その辺もお聞かせ願えれば。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 現時点におきます、学校の教員の中に有段者はいないと把握をしておりますが、体育の教員

等につきましては学習指導要領が入るということで、そういった武道についての研修を道教委

なりで実施しておりまして、それを受講しております。また、本町は少年団活動も活発でござ

いますけれども、そういった少年団あるいは町の連盟の方々から、指導に際してのご協力につ

いても、今後お願いをしながら、必要な部分については対応してまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、大変大切な指摘と言うか、やはり有段資格者の先生がいないという実態の中で、どうし

ても町内における有段資格者のご指導の中で、ある部分では対応せざるを得ないのかなと思い

ます。そういう部分に対して、やはりスムーズな連携が取れる方向で関係を構築していただき

たいと思いますので、その辺だけ一つよろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ４項社会教育費・１目社会教育総務費。９３ページから９４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目生涯教育費。９４ページから９５ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 １９節でありますけども、その中に郷土芸能保存会補助という形で計上されております。た

ぶんこれは竜神太鼓の関係だと思いますけども、間違いございませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 はい。竜神太鼓と、あとは竜神の舞と言いますか、そういった関連でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 実はこの竜神太鼓は、私初期のメンバーだったんです。全国大会まで行ったのが僕の後だと

思いますが。どうも昨今、竜神活動が衰退した中で、なかなか町民に対しての部分、発表する

場だとかもないですし、その文化的な継承がちょっと若干薄らいでいるのではないか。若干と

言うか、かなりかも知れませんけども、その辺の誘導策として青年団、あるいはやはりここは

少子化の中で思い切って小中高の部分も、検討課題として取り組むべきかなと。せっかく当町

としてはニュージーランドとの交流の関係もある上で、やはり文化の部分。日本の文化、ある

いは当町の文化を発表する。郷土芸能を全面的に押し出しながら、もう一度テコ入れしていた

だきたい思うので、その辺何か検討課題があるのであれば、併せてお願いしたいですけども。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 この関係につきましては、郷土芸能保存会が組織されておりまして、主に現在は産業まつり

の中で、竜神の舞という踊りに参加している部分がありますけれども、太鼓につきましては現

在活動がされていないということで、この関係は現在青年団等に、もう一度その活動の掘り起

こしの要請をしておりまして、連合青年団の中で、そういう活動をしてもらえるかどうかとい

うことを、今諮ってもらっている段階でございまして、教育委員会としてもその活動に対して

積極的に今後支援してまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、連合青年団という話が出たんですけども、現状で何名ぐらいの団員数なんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ２０名程度でございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 是非ともせっかくと言いますか、郷土芸能を立ち上げたのが今から３０年になりますか。３

０年以上かな。それなりに夜を徹して新しい曲、分からない音符を見ながら太鼓を叩いた、そ

の最初のメンバーなんですけども、その中で１０年後に、全国大会まで行ったその輝かしい伝

統もある竜神太鼓。やはりここは、もう一度再興の意味で、力強く後押ししていただければな

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 現在青年団活動につきましても、非常に今の若い方中心に、いろんな新しい取り組みをされ

ておりまして、そういった意欲もございまして、かつてのこの太鼓を経験されている方、ＯＢ

などの方にもお願いをしながら指導していただきながら、復活に向けて支援してまいりたいと

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） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 １９節でありますけども、プラネットステージ公演の関係につきまして、前年度より上がっ

ていると思います。この辺の上がった部分の思いを、教えていただければなと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 プラネットステージ公演につきましては、昭和５５年からこういった各種町民の文化の向上

ということで実施をしておりまして、現在、ステージスタッフの皆様方のご協力をいただき、

企画運営をする中、公演を年に２回ないし３回程度実施してまいっております。この事業につ

きましても、３０年程度経過してきておりまして、近年につきましては、それぞれの趣味につ

きましても多種多様となってきていることから、なかなか集客についても難しい部分がござい

ます。そういった中で事業実施にあたりましては、北海道の文化財団の支援を受けながら、毎

年実施をしてきておりますけれども、少しでも予算を多く確保していきながら、出来る限り町

民の方々に親しまれる公演を行っていきたいと。かつて、この予算につきましてはもっと多か

ったこともございまして、そういったことで社会教育事業として充実をしてまいりたいという

ことで、昨年よりも５０万円のアップを図っているところでございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君 

 １９節の文化連盟補助６４万８千円ですが、私も一単位団体として加入をさせていただいて

いる訳でありますけども、当初入った頃は活動費として１万円出ていたと思うんです。現在は

半額の５千円です。結論を言いますと、その当時はこの金額も違ったと思います。記憶では何

十万かあったと思うんですよ。そして今、年間の活動費として１万円をいただいて活動をして

いる訳ですけども、現在の単位団体はどのぐらいあるのか聞かせてください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 文化連盟におきましては、平成２３年度の数字でございますが、全体の構成人数が２９７名、

団体数が２３団体、登録され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） 

 たぶんこの単位団体数も減少しているんでないかなと私は思いますけども、ある時は３０以

上あったと記憶しております。それで、文化祭というのは年に１回しかやりませんけども、そ

こで舞台とかいろいろ行事があって、今までは終わった後、打ち上げというような形で各個人

から５００円の会費をいただいて、打ち上げをやっていたということがあった訳でありますが、

今回ありましたか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 文化連盟の皆様方には、文化祭の関係で大変毎年ご苦労をいただき、お世話になっていると

ころでございます。文化祭終了後には、連盟の方々が当日の夜、なおらい等を行っているとい

うことでございますけれども、その内容につきましては団体の方で行われておりまして、詳細

には把握していないのが現状でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 
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○７番（村島健二君９ 

 ここに理事の方もおられますけども、役員の方での打ち上げはやっていることは私も聞いて

いるんです。ですから、その文化祭に出演された方々、お手伝い、これはボランティアと同じ

ですけども、そういう方々の交流会というものをやっていたんです。実際に私も参加していま

すから。それがなくなったんですよ。ということは、町から補助の金額が変わっている訳です

よ。変わったから活動費が１万円から５千円に変わっているんですよ。実際に。こんなところ

のたかが何十万を削って、年に１回行われる文化祭、清里町文化連盟たるものが、ちょっとか

わいそうじゃないかと私は思うから、今ご指摘をしているんです。個人的に５００円の会費を

いただいてやっていたことも無くしてしまった。結論を言うと、こっちの数字に出てくるんで

すよ。ですから、そのわずかな金額を削って、活動しろ、活動しろと言ってもね。だから、私

が先ほど申し上げましたけど、三十何団体あったと思います。ですけども、年をとってきて段々

いろんなことができなくなれば脱退もするでしょう。私ももう２年すると３０年経ちます。設

立してから。３０年を目途にして、いろいろと私も今後考えないといけない面もありますけど

も、やはりちょっと寂しいんじゃないかと。やはり文化連盟という名前があるのだから、もう

少し考え直して見直すかしないと、段々減って半分になったらこんなの意味をなしませんよ。

どうでしょう。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 文化連盟に対しましては他の団体同様、団体補助という形で、平成２４年度におきましても

６４万８千円の補助を予定しているということでございまして、この中でそれぞれ各種団体、

単位団体等あるいは連盟の各種行事をされているということでございます。この補助金につき

ましては、金額的にはここ最近は変更無いということで、連盟内部におきましてそういった打

ち上げの経費等を協議していただき、その運営をしていただければと考え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） 

 課長の言うことの理解はしますけども、以前は１万円の活動費があったものが半分になった

訳ですから。分かっていますか。５千円になったということを。分かっていると思いますが。

隣に田中理事もおられますが、１万円から５千円に減額されたんです。どこいくかというと、

この６４万のところが昔は違ったんですよ。ですから、やれることもやれない。結局１人から

５００円のお金をもらっても、例えばオードブルを作ることも、５００円の金額では到底でき

ないんです。文化連盟の方に負担がかかるから、お金がないからできないんです。だから取り

止めたんじゃないのかなと、私は思うからご指摘をさせていただいているんです。ですから、

もう少し、清里町文化連盟という名前が付いて年に一度の発表会。やっぱり会員は一生懸命頑
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張って、どの団体も頑張ってやっているんですよ。ボランティアみたいなものです。私達も結

局、これ以外に他のいろんな町へ慰問に行くにしましてもお金がかかります。慰問に行くにも、

何か持って行かなければいけない。ボランティアでやっているんですけども、やっぱりそうい

う年に一度の文化祭というものをやった場合、この打ち上げもできような状況にする自体が、

私はかわいそうだなと。会員２百何名おると聞きましたけども、そこら辺をもう少し考えてく

ださい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 文化連盟の皆さんには、清里町の文化振興に大変ご協力をいただいております。文化祭につ

きましても、他町村に比べて内容も非常に充実した内容でやっていただいているということで、

大変感謝を申し上げているところでございます。この補助金の関係につきましては、体育協会

も含めまして補助金の行政改革の一環の中で、体育協会、それから文化連盟の補助金の方を心

苦しい訳ですけども、全体的に削減させていただいております。そういう中で文化連盟の関係

につきましても、従来村島議員ご指摘のとおり、５００円会費等で終了後にやっていたという

経過があると思います。これが無くなったという理由においては、直接補助金のことももちろ

ん影響したかなと思いますけども、例えば交通事情だとかも含めて、そういう判断をされて無

くなったのかなと、そんな認識も持っております。 

 いずれにいたしましても、これらについては文連の方で、いろんな役員さんがご協議をされ

た中でそういう経過になっていることをご理解いただきながら、今回そういうご意見もあった

部分については、お伝えをしたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３目生涯学習総合センター費。９５ページから９７ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ４目図書館費。９７ページから９８ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費。９８ページから１００ページ。 

 田中誠君。 
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○８番（田中誠君） 

 今年からスポーツ合宿等の誘致支援補助が始まるということで、この事業については私も大

いに結構なことだと、このように思う訳であります。よそから合宿に来た子供には、１日に５

００円の補助で応援していくという事業でありますけども、一方で地元にもいろんな少年団が

ある訳で、他にもスキー教室だとかもやっています。例えばスキーで言えば、協会の人達に大

変ご苦労を願って、スキーの技術向上に努力いただいている訳ですけども、緑のスキー場にそ

ういったことで行く場合には有料なんです。ただではないんです。そういったいろんな部分で、

地元でやっている子供達と、よそから合宿に来る側で、あまり不公平のないような形で。よそ

から来る人ばかりを何で応援しなくちゃならないんだとか、そういうことのないような方策も

考えていただきたい。 

 それともう１点。昔から私も言っている訳ですけども、よそからも緑のスキー場に少年団が

練習に来られている訳でありますが、そのコーチの人達は、自分の車で燃料をたいて子供を連

れて、そして緑のスキー場まで来ていただいている訳であります。そしてそのコーチの人もリ

フト料金を払って指導している。自分が好きでやっていると言えばそうなのかも知れないけど

も、少なくてもやっぱりコーチの人達には、そういった部分の配慮と言うか、私も昔ちょっと

やったことがあって、他のスキー場に行くと、コーチの人はワッペンか何かもらって、リフト

料金だとかは大概のところは無料になっている訳ですけども、清里の場合はそういうコーチの

人、親、世話係の人だとかもリフトに乗る時には有料なので。ここら辺も、スポーツを志す人

達に不公平がないような形で、今後進んでもらいたいとお願いをしたいと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 スポーツ合宿誘致の関係でございますが、青少年はじめ町民のスポーツ文化の振興と、また

町の経済振興を目的として進めてまいります。 

 その中で、議員からのご質問の、主にスキー場の使用料の関係ですけれども、現在、協会の

方に指導していただいておりますスキー教室につきましては、リフト使用料は無料で教室に参

加していただいております。また、町外からも少年団として定期的に練習に来られている団体

もございます。そういったことで出来る限り議員がおっしゃったような、人によっての不公平

のないように、今後そういった部分で検討してまいりたいと考えておりますので、ご了解いた

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） 

 そういったことで、是非いろんな形の中で検討していっていただきたいなと、このようにお

願いしておきます。 
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○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目トレーニングセンター費。１００ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３目町民プール費。１００ページから１０１ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 需用費の修繕料のところで８８万４千円挙がっているのですが、町民プールは現在、築何年

になるのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 町民プールにつきましては、昭和６２年完成でございますので、築２４年になります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 このプールに関して、私は家がすぐそばなのでしょっちゅう見ておりますが、相当傷んでい

ます。災害が来た時に、正直言って危ないのではないかという部分も見受けられます。ここの

ところ教育委員会も、武道館の修理などお金がかかっているところだと思うのですが、プール

に関して修繕料８８万４千円の予算をみておりますけども、昨年から見ると２５０万ぐらい減

になっている。どういうところで減になっているのか。 

 また、プールの改築とかそういう計画は今のところないのか。その辺ちょっとお伺いしたい

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） 

 まず、議員の質問の１点目の減額の部分でございます。これにつきましては、清里町公共施

設管理公社への運営委託をしておりますけれども、その公社の職員が本年３月末で退職をいた
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しまして、その後任につきましては町の臨時職員で対応するということで、そこの人件費が下

がった分が減っている要因でございます。 

 プールの整備等の計画につきましては、教育委員会といたしましても施設がかなり老朽化し

ていることは認識しておりまして、その改築、または大きいものは改修ということで、かねて

より計画はしておりましたけれども、近年、学校の耐震化ですとか、トレーニングセンターの

耐震改修、また町全体の大規模事業の年度プロットを考えまして、今後大規模な改修、あるい

は改築ということで整備計画を進めてまいりたいと。いずれにいたしましても現状では、プー

ルをこのまま利用するというのは難しいと考えておりますので、その辺は検討してまいりたい

と考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今の質問に関連するんですけど、人件費分が削減されて臨職対応ということで、町民プール

の安全管理とか、そういう部分は継続されるような形は取れるのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 プールにつきましては、現在６月から９月までの期間の中で、公社の専任の職員がまだ１名

残っております。また、その期間にプールの臨時職員を雇用いたしまして、さらに今回、もう

１人臨時で対応するということで、３名体制の中でシフトを組みまして、水質管理等もしっか

り行っていきながら運営をしてまいりたいと考えておりますので、ご了解いただきたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 それでは次に移ります。 

 ４目スキー場管理費。１０１ページから１０２ページ。 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 このスキー場については、以前にも私も聞いたことがありますけれども、近年の入場数はど

のような状況になっていますか。分かる範囲で。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 緑スキー場の関係につきましては、例年降雪状況によりますけれども、およそ１月当初より

３月中旬まで営業をしております。近年の利用状況につきましては、ここ３ヵ年におきまして

は、昨年と一昨年ぐらいまではほぼ横ばいの状況でしたが、２３年度におきましては、現在２

月末での段階ですけれども、平成２２年に対しまして、およそ１０パーセント程度入り込みが

減っている状況でございます。この関係につきましては、子供達の冬場の体力づくりというこ

とで教育施設という中で位置づけをしていき、今後の利用の促進につきましても、次年度以降、

協議検討してまいりたいと考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 立派なスキー場でありますから、小学生、中学生対象にして使っていただきたいなと思いま

すし。できた頃は、各地方から一般の方々が良いスキー場だということで、かなり来ていたよ

うにも伺っているんですけども、現在はどのような状況でしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 近年、スキー人口が減ってきているということで、近隣の町、隣の弟子屈町におきましては、

スキー場が閉鎖されている状況にございます。主に道東方面から、近隣のスキー場が無いとい

うことで、緑スキー場に来ていただいて利用されている方が多くございます。また、児童生徒

の関係につきましては、弟子屈町の学校教育のスキー授業ということで、町内各小学校、中学

校におきまして、緑スキー場を利用していただいているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ５目学校給食センター費。１０２ページから１０３ページ。 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 １３節委託料でございますけども、学校給食センター委託の部分で、今年度がその期間にな

っていると思います。何社あってどこに決まったのか、お知らせいただきたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 学校給食の調理及び配送業務につきまして、平成１８年度より民間への業務委託をしている

ところでございまして、それぞれ３年間の長期継続契約ということで、平成２４年度からは新

たな３年間での契約の事務を進めているところでございます。先月２月の時点におきまして、

その運営、給食の調理配送の業務につきまして入札を執行いたしまして、指名につきましては

４社入札指名いたしまして、内２社が棄権いたしまして、現在運営委託しております大新東株

式会社と契約の事務を現在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。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 この最終的に１社に決まった日にちを、お知らせいただきたいと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 契約自体は現在事務を進めているところでございまして、入札執行後、２月２０日以降の、

ちょっと記録が見当たりませんけども、４日後程度であります。契約についての合意を得たの

が４日程度あとでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 この関係で今、日にちを聞いたのは、当然そこで働いている人は次の会社に移る移らないと

いうことがある。これは責任持てない部分がある訳でありますけども、そこで働いている人達

の心配。今回苦労されたとちょっと聞いたもので、指定管理で替わる年度の部分で、次も使っ

てくれるかくれないかという部分。これは会社が替わったら、また可能性としては分からない

部分でありますので、そこら辺もできれば早目にそこら辺の処理ができるなら、そういう混乱

が起きないのかなと思って聞いてみましたが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
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 事務局サイドといたしましても、そういった関係がございますので、本来予算の議決につき

ましては３月になる訳でございますが、この関係につきましては、更新時において契約の中に

特約事項を設けまして、予算の議決前に契約を結ぶことになりますので、その予算の変更があ

り得るということを記載の上契約をしているところでありまして、これにつきましては、次回

以降もできるだけ早い時期に執行してまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 給食に関連する問題なんですけども、昨今の教育の中で、食育ということがクローズアップ

されております。その中でなるべくであるならば地産地消。ＮＨＫの番組でも管内の優秀な管

理栄養士の取り組み等が紹介されてございます。当町においても一昨年、新しくパン屋さんが

できて、町内の給食に利用するという形で、月に何回か利用している状況がありますけども、

パン以外に地産地消の観点から、指定管理業者に対してなるべくであるならば利用できないか

と、なかなか難しいところがあるんですけども、その辺どのような働きかけがあるのか、確認

だけしておきたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 学校給食の食材の購入につきましては、直営で行っております。栄養士が献立を立てる上で

できる限り町内産の物、主に野菜になりますけれども、そういう物を使用する。また、昨年か

らは町内の麦工房さんのパンも月に１回程度ですけども使用させていただきながら、地産地消

に努力しているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 確かに地産地消で地域食材提供というのは分かるんですけども、じゃがいも等は町内産の利

用になっていないと思うんですけども、その辺どうでしょう。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 内容につきましては、平成２２年の年間での実績になってまいりますが、町内の野菜の使用
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につきましては、主にキャベツですとか白菜、ピーマン、トマト等が多くなっております。ま

た、長いもにつきましては町内の生産組合から寄贈いただくなどして使用させていただいてお

ります。なかなか流通の関係もございまして、じゃがいもについてはちょっと難しいという現

状にございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 長いもは寄贈という話が出ましたんで、じゃがいもも是非寄贈という形で何とか交渉出来る

のであれば。その辺どうなんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 申し遅れましたが、じゃがいもにつきましては、一部子ども農園で子供達が栽培しておりま

すじゃがいもを、給食で活用させていただいているところでございます。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 なるべく当町で生産された物を、子供達に安心安全という意味からも提供できればなと思い

ます。そんな中で４月１日より厚労省の方でもセシウムの関係で、かなり子供達における食に

対する安全基準が変わるかなと思います。特に私もそうですが、牛乳に関してはかなり厳しい

ものが出てきますので、その辺も十分に業務管理者にも留意されながら、取り進めていただけ

ればと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 議員ご指摘のとおり、管内あるいは全道の給食業務に携わる者にとりまして、非常に重要と

なってくる部分だと思っております。本町におきましては、野菜の仕入れに関しまして、基本

的には先ほど申し上げました地場産の活用を考えておりますが、なかなか冬場につきましては、

地元産も手に入らない。あるいは道内産も手に入らないという中で、どうしても本州からの仕

入れとなってまいりますけれども、町内の小売店にお願いをいたしまして、これはいろいろご

意見があろうかと思いますが、子供達が口にするものですので、できる限り、関東近辺の野菜

を避ける中、現在入荷しているところでございます。今後も国の基準が厳しくなるということ
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で、その部分については安全が確保されると思いますけれども、今後につきましても食の安全

というところを十分留意しながら、進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １０款公債費・１項公債費・１目元金から２目利子まで一括質疑します。１０３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １１款予備費・１項予備費・１目予備費。１０４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 給与明細書。１０５ページから１１３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 債務負担行為。１１４から１１７ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 地方債。１１８ページから１１９ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、一般会計歳出質疑を終わります。 

 ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 

 一般会計歳入の質疑を行います。 

 １款町税。２３ページから２４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２款地方譲与税。２４ページから２５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３款利子割交付金から５款株式譲渡所得割交付金まで、一括質疑いたします。２５ページ。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ６款地方消費税交付金から８款地方特例交付金まで、一括質疑を行います。２６ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ９款地方交付税。２６ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １０款交通安全対策特別交付金。２７ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 １１款分担金及び負担金。２７ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 １２款使用料及び手数料。２８ページから２９ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 １３款国庫支出金。２９ページから３１ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 １４款道支出金。３２ページから３４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 １５款財産収入。３４ページから３５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 １６款繰入金から１７款繰越金まで、一括質疑します。３５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 １８款諸収入。３６ページから３７ページ。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １９款町債。３７ページから３８ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、一般会計歳入の質疑を終わります。 

 説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 議案第３１号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。２１ページから２５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページから１７ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 議案第３２号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について、質疑を行いま

す。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。２３ページから３０ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 保険給付費全般についてお聞きしたいのですが、給付費の伸びが例年見られておりますが、

内容的に町内の医療機関と、町外の医療機関の国保の医療費の割合というのは、どうなってい

るか、ちょっとお聞きしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今の池下議員のご質問でございますが、医療費の内訳、町内、町外、これにつきましては、

今詳しい資料等々もございませんので、一概にどのぐらいかかっているかは即答できない状況

でございます。ただ、医療費全体にしまして昨年から見ると、医療費全体が伸びてきていると

いうのが現実でございます。今年の３月に補正をさせていただいたとおり、特に高額医療等々

が伸びてきている現状でございます。３年間なり４年間の平均的な医療費をもって、今回２４

年度予算は算出しながら計上させていただいておりますので、その辺はご理解いただきたいと

思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、その割合が分からないということなので、斜里国保と小清水日赤の割合も分かりません

ね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 その辺は、今資料がございません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 新年度の医療給付が前年度より２千万ぐらい増えておりまして、４億８千万になっている訳

なんですが、先日の補正で確か５億３千万ぐらいになっていると記憶しているのですが、今回

の予算の４億８千万というのは５千万ぐらい少ないと思うんですけども、今年度の見込みが５

千万も少なくなるという、どうしてこういう予算を組んだのか、ちょっと理由が聞きたいので

すが、その辺いいですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 予算の組み方でございますが、補正におきまして２３年度はいろんな突発的な高額医療等々

も増えてきておりまして、５億近い数字にはなってきているのですが、２４年度予算を組むに

あたりましては、４年間の平均的な医療費を算出しまして、それをもって予算計上させていた

だいておりますので、一概に２３年度の見込み額とはちょっと違ってくるということで、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） 

 平均的なということでお話を聞きましたけども、このお金というのは、いろんな予防対策費

も組まれているんですけども、医療費の増加に対して、その予防をしているという部分に関し

て効果が上がっているのでしょうか。こうやって増えていっているのを見ると、効果が薄いの
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ではないかという取り方もできるのですが、その辺どうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 池下議員のおっしゃるところは、多分医療費の抑制という意味合いも含めてのお尋ねかと思

うのですが、各種医療対策におきまして、健康保険なり特定健康診査というものをずっと実施

はしてきているのですが、こういう健診をやったとしても、即効果が出てくるのはなかなか難

しいと思っておりますし、今後もそういう健康の健診を実施しながら、予防対策なりを充実し

ていくような形で進めていきたい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） 

 今回２千万ぐらい増えるにあたって、国保税の方を見ると、大した改正が無いんです。国保

税の方が。２７０万ぐらいですか。会計が赤字になれば一般財源から繰入れるという仕組みに

当然なっていくのかも知れないですけども、それはどうなんでしょうか。国保会計の方が一般

会計をそうやって充てにしなければならないほど、パンクしているような状態に見えるのです

が、その辺どうですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 平成２４年度の予算につきましては、基本的に税、それから国からの交付金・補助金等々の

バランスをもって今、２４年度予算は計上させていただいております。なかなか国保会計につ

いては予算が厳しいのは現実でございますが、今現在バランス良く、とりあえずは収支できて

いると思っております。ただ、今後高額な医療ですとか、いろんな医療の関係でバランスが崩

れた場合は、一般会計なりともいろいろ支援策を協議しながら、やっていかざるを得ないとい

うのが現実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） 

 ということは、税金の方は一切町民には負担をかけないけども、一般会計から出すというこ

とは、町の中にも国民健康保険ではない人もいっぱいいますよね。一般会計から繰入れるとい

うことは、そういう人達のお金を使っているということですよね。この辺どうですか。どう感



 203

じますか。そういう部分に関して。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 基本は国保税で当然、特別会計は運営していくと。これは基本になってくるかと思います。

今現在、税の増減額が７７万ということで、国の方についても２４年度については改正されて

きておりません。来年以降において、多分その辺の見直しも出てくるかと考えてございます。

その段階におきまして、税率なりも当然、見直しをかけながら、税の方もある程度増収なりを

考えていかなければならないと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。他にございませんか。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 出産育児の一時金についてお伺いいたします。一時金で１件４２万。若干昨年から見たら上

がっているかと思います。僕も実態が分からないので、今出産した時どのぐらいかかるのか。

ちょっとお金のかかる出産しても、このぐらいで十分足りるのかどうか、お聞かせ願いたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 出産一時金については、１人４２万という助成があるということで、基本的にはこの補助に

よって賄えていると考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 それは、どこの病院でも大体このぐらいでということですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 そういうことでご理解いただければと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 それでは次に移ります。 

 歳入１５ページから２０ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 議案第３３号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１９ページから２０ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページから１５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 議案第３４号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１７ページから１９ページ。 

 給与費明細書及び地方債。２０ページから２８ページ。一括質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページから１４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 議案第３５号 平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について、質疑を行いま

す。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１７ページから１９ページ。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 １項総務管理費の２目施設管理費・１１節修繕費の２７０万の修繕費ということで、これは

おそらく札弦の処理場の関係ではないかと思うんですけど、清里、札弦の各処理場の機器メン

テナンスは、どんな箇所を修繕するのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 具体的な内容でございますけれども、経年的な部分で通常の年次的な機器の修繕を当然行っ

ていく。清里については平成９年、札弦についても平成１３年以降の機械でございますので、
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そういった機械修繕について、おおよそ毎年２００万ぐらいかけながらやってきている。さら

に併せて今年度、新年度については、機器類のオイル交換を若干していない部分がありますの

で、そういったものに手をかけていく。その他につきましては、経常的な部分でございますが、

マンホール等の壊れた物の修繕、さらに加えて公共桝の修繕、こういった経常的なものと年次

的なもの、経年的なものの経過を踏まえながら行っていくと、このようにご理解いただきたい

と存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 平成１３年以降ということで、この話は何かの機会に僕が出したこともあるんですけど、と

てもじゃないけど、ペイしているような感じのものではないことだけは確かなんです。実際に

耐用年数もそんなにないということで、今後について何か考え方というか、将来的にずっとこ

の事業を続けていくのかどうなのか、そこら辺も含めてお願いしたいと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 すでに二度ほど常任委員会等でも、様々な下水道施設の経過については、改めて詳しい内容

をご報告させていただく中において、新年度以降、事務的に施設の管理のあり方、また、維持

のあり方についても、方向性をしっかり見いだしていきたいと、お答えしているところでござ

いますので、新年度以降しっかりそういったことをやっていきたい、かように考えてございま

す。当然、清里、札弦両施設とも多額の投資がかかってございますので、今、勝又議員ご指摘

のとおり、機器類の更新年次を今、順次迎えている訳でございますけれども、多額の費用を要

するといったこともございますので、費用対効果または継続的な施設の管理維持の関係と、実

態的な対応といった観点から、しっかりとその辺を見極めた中で十分協議をさせていただいて、

方向性を定めていきたいと考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 給与費明細書及び地方債。２０ページから２８ページ。一括質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページから１４ページ。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 議案第３６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１７ページから２０ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 一般質問でも質問させていただきましたけども、細かいところで。２款製造費の中の原材料

費に占める加工用原料費ですけども、その明細について、ご報告願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 ただ今の前中議員のご質問でございますけれども、原材料費に占めます製造に係る部分の内

訳でございますが、大麦が１８０万７千円、じゃがいもが６９万円、かぼちゃが１６万２千円、

その他として、これは試験的な原材料でございますが３万円、麹菌が２万４千円、酵母菌が２

万３千円、それから汚水を処理しています汚水用の活性汚泥菌としまして１０万円。以上でご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 いも焼酎でありながら６９万円の原料費、そこのコンセプトと言いますか捉え方。逆に大麦

が１８０万の購入費がかかっている。大麦は仕込み回数１回ということで製造計画に出ていた

と思うんですけども、２キロリットル。かなり大麦の占める割合が高いんですけども、これは

なぜでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 確かに議員ご指摘のとおり、大麦焼酎の仕込みは１回でございますが、じゃがいもを造る際

にも麹の原料として大麦を使用しておりますので、そういった関係で、大麦の量の方が購入数

量としては多くなってまいります。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

 それは分かりました。麹のために大麦が必要不可欠という部分では重要だと思います。その

中でこのいもの供給量と言うか、多分いも焼酎を製造する時の仕込み回数が１２回ですか。そ

うなった時にひと頃のピークに比べますと、かなり落ち込んでいる現状があります。そして、

今現実の段階でいもの生産農家は１軒なのでしょうか。それとも２軒あるいは３軒という形で

推移しているのか。ちょっとそこら辺をお知らせ願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 ただ今のご質問でございますが、現在、いもを購入させていただいている農家は２軒でござ

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 １軒当たり３０万弱でということでよろしいですね。そして、品種もいろいろという訳では

ないんですけども、それなりに良質の物を購入している形であると思うんですけども、一般質

問の時も、いろいろ町長にお伺いをした経過がございますけども、その製造費がかなり圧縮さ

れている現状。そして今回、ここに出てきて、総務費に占める賃金の部分が１４０万ほど逆に

増えている。片や製造原価の部分で、製造費の中では本当に縮小されている状況があるんです

けども、今なぜ総務費が増えたのか。明確に答えられると思いますので、そこら辺を。 

 

○議長（村尾富造君） 

 焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 議員ご指摘の、総務費の部分におけます賃金の増でございますけれども、こちらにつきまし

ては現在職員２名と、総務関係では臨時職員１名体制で行っておりますが、なかなかいろんな

物の管理ですとか、販売、営業の方に出づらいということで、管理全般の関係の臨時職員１名

の予算を今年度措置させていただいております。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 もう少し具体的にお願いします。 
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○議長（村尾富造君） 

 焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 現状では、販売などになかなか行きづらい部分がございますので、総務費の方におきまして

臨時職員１名を管理ですとか資材関係、配達、発送等の関係を、全般的に補助する臨時職員を

雇用することで、職員が営業なり販売に、ある程度出やすくなるということで、予算措置させ

ていただいております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 出庫管理だとか配送業務をお願いするという捉え方でよろしいのですね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 それが全てではないですが、それを主体的にしていただく臨時職員ということで考えており

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 僕も一般質問でそういう話をしましたが、在庫管理も確かに適正にやっていただきたいし、

それに係る人件費等の充当は何らやぶさかではないと思っている１人でございます。それ以上

に販売促進だとか、売る上での商品管理の事務的なこと。逆に言えば、提案かも知れませんけ

れども、そういう商品備品管理ソフトぐらいはやっぱり考えてくださいということです。配送

のために総務費の中で、これは賃金です。人件費じゃないんです。確かにそういう部分で理解

できます。その辺、副町長に答弁をお願いしたいんですけども、そういう意味合いで両方捉え

てよろしいのか。そして、産業課の中にかなり過重なウエイトがあるのではないかという、僕

も一般質問の中に出しましたけども、先ほど来の経過の中で、どうしても産業課に過重な負担

が。重きが無いと言いますけども、そこら辺の実態について、やはり懇切丁寧に、すみません

けどもそこら辺の話をお聞かせ願えればと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 
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○副町長（宇野充君） 

 今、副所長からご説明申し上げたとおりでございますけれども、私も所長を兼務いたしまし

て、全部ではないですが実態を見たところ、議員がおっしゃるように、技術屋の副所長ともう

１人の技術屋がいるのですが、２人に在庫管理までやらせて、営業活動がお留守になると言っ

たらおかしいのですが、営業に手が回らないというのが実態でございます。先般、議員の一般

質問でありましたように、ある程度知っている人が営業に回らないと、私も札幌の方に行った

のですが、どうも説明するにもままならない部分がございまして、やはり造っている者が自分

の造った物を売り込むというのが基本であるし、そうでなければならないということもありま

して、今回、臨時を在庫管理の意味で雇っていただいて、その時間が余ったと言ったら語弊が

あるかも知れませんけれども、その時間を、営業なり品質開発、おいしい焼酎を造る。そうし

ていきたいと考えてございますので、よろしくお願いしたいと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 そうなりますと、産業課の中に焼酎グループを作って、焼酎事業を推進して発展させたいが

ゆえにそういう形に、と説明があったんですけども、販売促進する上で造っている現場の人が

説明するのは理解できますけども、いろんな商品を見ても造った人が自ら売っている商品はそ

んなに無いです。逆に言えば。販売努力だとかという部分で、やはりそこら辺をどうするのか、

たぶん焼酎グループで考えながら、産業課の中で連携しながらやっていくという話を、町長か

ら僕は請け賜って理解しました。しかし、本当に産業課の今の実態の中でどうなんですかとい

うのは、どうもクエスチョンマークが付かざるを得ないんですよ。それは一つの一抹の不安か

も知れませんけども、そこら辺どうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 含めての話でございますけれども、産業課の協力をいただきながらという部分はあるのです

が、これはよしんば産業課の方に移ったから倍増になると。倍売れるとそういう訳でもござい

ませんし、協力出来るところは協力してもらう形で、二人でやるのでなくて、産業課に入れま

して、協力出来るところは協力してもらうということでございますので、ご理解いただきたい

と存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 
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 僕は倍増なんてことは一言も言っていません。微増でもいいから発展性のある醸造を前向き

に検討するのが、まちづくりのスタンスじゃないですかというところを、やはり強く求めたい

んですよ。これであるならば、一昨年３００万の繰入金処理しました。今年度は繰入金は全然

見ていませんよと。確かにそうですよね。これだけ原材料の仕込み、製造に係る経費を抑え込

んでいる中で、逆に言ったら総体の経費に見合うだけの量に何とかしましょうという、簡単な

収支バランスの取り方なんです。本来は違いますよね。もう少し造ったものを売る努力をしな

がら、もう少しそこに焼酎事業としての意気込みを見せていただきたい。そこをどうするか。

やはり原価だとかもいろいろ勘案しながら、たぶんやっていくと思うんですけども、そこら辺

はどうも踏み違えているんじゃないかなと。繰入金が無い中で処理がされて、収支バランスは

いいですよと。今まで僕もちょっと調べてみますと、過去にかなりの金額の繰入金が入ってい

ます。それが、全て焼酎事業基金に繰り上がって基金財源としてあるというところまでは、慣

れない一年生ですけども理解も出来ます。しかし、やっぱりそこは何とか、先ほどの話に戻り

ますけども、微増という形でもいいですから、前向きな予算編成なりを組んでいただかないと。

そして、先ほどおっしゃったように、その販売促進に対するかかり経費なんですという、懇切

丁寧な説明をまず出して、そこに対する一昨日の答弁の中に町長からマネキンもその中でやり

ますよという話も出てきました。そこら辺をもっと現実的にやっぱり話を持っていく。持って

いっていただきたいと僕自身は思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 前向きな予算だと認識はしてございます。今、原課で考えておりますのは、決して消極的な

考えではなくて、逆に町長の一般質問の答弁ではございませんけれども、リニューアルの話も

ありましたし、デザインの関係もありましたし、中身はもちろんのことでございますが、そう

いったターゲットを消費者にするのかというコンセプトも作りながら、委員会にお示しをする

機会が必ず来年度中にはあると思いますので、その辺を見ていただいて、どういった方がいい

のかご意見をいただきながら、今後焼酎事業を進めたいと考えてございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 大変期待しております。と言うことは、厳しく見させていただきますという、うらはらでも

ありますので。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

 田中誠君。 
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○８番（田中誠君） 

 あんまり重箱の隅をつつくような質問はしたくないんですけども、この際ちょっと聞いてお

きたいので。水なんですが、確か年間６０万ぐらいの売上だったと記憶している訳ですけども、

当初容器代やなんかで１本百何十円ぐらい、ちょっと忘れたんですけども、それぐらいかかる

という中で、私も大変申し訳ないんですけども水の良い所に住んでいるので、もらって飲んだ

ことはあっても、買って飲んだことはないんですけども、実際やって見て１本どれぐらいの経

費が掛かるのか。そこら辺も今後の参考のために聞いておきたいので、よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 ただ今、議員ご質問の水の原価の関係でございますが、現在、工場からは税別７２円で出荷

させていただいております。そして、途中卸さんを通って小売店さんにいって、基準価格で言

いますと税別１１４円、税込１２０円で販売していただいているものと認識しております。原

価でございますが、ほとんど出荷価格に近い金額でございまして７０．４円という原価になっ

ておりまして、ほとんど出荷価格と同じような状況になってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 額の問題でもないと思うんですけども、これは当初から見て担当として、水の売れ行きはど

ういう状況なのか。伸びても減っても知れた額なのでいいんですけども。そして、今後途中で

やめるのか、それともこれぐらいなら続けていくのか。今の話を聞きますと卸の部分でそれぐ

らいの経費なので、私はやめる必要もないし、このままでいいと思うんですけども、今後そこ

ら辺もどう考えているのか。あんまり深刻に考えなくてもいいんですけども。参考のために。 

 

○議長（村尾富造君） 

 焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 ただ今ご質問いただきました、水の状況でございますが、ペットボトルで販売いたしまして、

２０年度からでございますが、平成２０年度には約１万２本販売させていただいております。

２１年度につきましては約７,２００本。２２年度につきましても同数の約７千本で、２３年度

につきましては、１万３千本ほど販売させていただいております。増減はございますけども、

大体１万本前後の販売でございます。なかなか量的にはあまり増えてはまいりませんけれども、

用途としては、地元の方が町外に出て行かれた親戚ですとかお子さんに送るのに使っていただ

くですとか、斜里岳の登山者の方にも購入していただいていますので、この１万本という数字
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をどう見るかというのは難しい面があろうかと思いますが、一定程度の購買と言いますか、需

要はあるのではないかと考えております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 分かりました。今の水の関係につきましては、大手はロボットで大量生産している時代なの

で、手作業の水では太刀打ち出来ない。そういったことで、特別力を入れろという訳ではない

ので。今のお話を聞きますと、焼酎事業に特別差し支えがあるような状況でも無いので、今後

ともあまり無理もしないで、それなりにお願いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、副所長の補足になるかも知れませんけども、昨年は震災の影響でそれだけの本数が出た

というか、生産量があったと思います。 

 そして、もう１点、確認の意味で忘れてならないのは、中学校で修学旅行時にピアサポート

の一環として、札幌駅で子供達が水を配っています。そんな中でそれなりに清里という町をＰ

Ｒしている。だからここら辺をしっかりリサーチじゃないですけども、中学生が一生懸命、販

売活動をしているということをしっかり認識していただかないと、それだけ本当に販売は大変

なんです。子供達に聞くと、高いからいらないと言う人や、逆にあるお客さんは「おいしいで

すね。もう１本。」と言ってその場ですぐ１本、２本持っていく人もいるというのも現実に聞

いています。今回の質問で僕は水は取り上げていませんけども、やはり水は今、特に貴重な物

ですから。それも町長にも言いたいんですけども、まちづくり住民大会の時にも講師の黒滝先

生がおっしゃっていたんですけども、環境に優しい認証制度を付けるだとか、そういう見えな

いところのコンセプトを持ちながら、そこも焼酎と同じように微増でいいですから、一生懸命

同じように取り組んでいただかなければならないのではないかと思います。水は震災の絡みで

おそらくかなりクローズアップされてくる部分かなと思いますので。その辺でもしお話があれ

ば。水はちょっと聞いていなかったものですから。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 黒滝先生の講義もお聞きしておりますので、参考にしながら進んでいきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 給与費明細書。２１ページから２８ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、特別会計予算の質疑を終わります。 

 ここで散会といたします。どうもご苦労様でした。 

 

散会 午後３時１５分 
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平成２４年第２回清里町議会定例会会議録（３月９日） 

 

平成２４年第２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    ５番  畠 山 英 樹 

    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 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    ６番  澤 田 伸 幸 

 

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 

    焼酎事業所副所長   松 浦    聡 

    教 育 長   村 上  孝 一 
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    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 

    農業委員会事務局長   斉 藤  敏 美 

    監査委員事務局長   柏 木  繁 延 

    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。 

   議案第３０号～議案第３６号（各会計予算案の総括質疑） 

   議案第 ５号  清里町議会議員の議員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 ６号  清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第 ７号  清里町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例 

   議案第 ８号  町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第１０号  清里町税条例の一部を改正する条例 

   議案第１３号  清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第１６号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第３０号  平成２４年度清里町一般会計予算 

   議案第３１号  平成２４年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第３２号  平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第３３号  平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第３４号  平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第３５号  平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第３６号  平成２４年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   意見案第１号  看護師・介護職員等の大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療、介護、

地域医療の拡充を求める意見書について 
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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８名です。 

 ただ今から、平成２４年第２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、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  議案第３０号～議案第３６号（各会計予算案の総括質疑） 

○議長（村尾富造君） 

 一括議題となっております、議案第３０号 平成２４年度清里町一般会計予算から議案第３

６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計予算までの各会計予算について総括質疑を行いま

す。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 総括ということで、２点ほどお伺いしたいと思います。 

 １つは予算審議の中でも僕は質問したんですけど、防災対策。その中において、うちはダム

を抱えている訳で、このダムについて聞きたいと思います。 

 もう１つは公営住宅の長寿命化計画が提示された訳ですけど、この住宅の修繕の関係と新規

における住宅の整備が入っておりますので、その２つについて聞きたいと思います。 

 まず、ダムの関係の防災の部分についてなんですけど、このことにつきましては、過去にお

いて前中議員も質問したこともありますが、相当量の水が溜まっていて、もし決壊した時には

大変なことになるんじゃないかという不安要素も持っている訳でございます。ただ、そのこと

については、うちの町だけに関係することとは限らず、１市３町ですか、斜網地区の畑地かん

がい事業というものも含めて、対策を取っていかなくければいけない部分ではないかなと思う

のですが、町としてダムについての安全性というか、そういう部分について、開発とかからは、

今回の震災も含めてですが明示がされているのか。また、町としてどの程度のことを把握され

ているのか。分かる範囲でよろしいですから、お知らせ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） 
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 ただ今ご質問をいただきました、防災関係で、特に緑ダムに関する災害時における対応とい

う部分でのご質問かと思いますけれども、基本的に緑ダムにつきましては、ご承知のとおりロ

ックフィルダム工法で、土や石を盛り上げて造ったダムでありますが、規模的には農業用ダム

としては全国一の規模を誇っております。底長につきましても３４５メートル、底高も７３メ

ートルという非常に大きなダムでありまして、総水量の関係につきましても７１０万トンの総

貯水量、そして、有効水量は６４０万という膨大な大きなダムでございます。前の一般質問の

中でもございましたように、あのダムが決壊するというような恐れはないのかということを含

めて、お話をしたいと思います。基本的には今のロックフィルダムでありますから、一瞬にし

てあのダムが決壊をするということは、今の構造上からいったら想定が出来ない状況でござい

まして、それに対する洪水吐きの関係だとか、また、緊急放水の装置も付いてございますので、

基本的には一気に決壊し、崩れて無くなってしまうというようなことについては、心配は無い

だろうと理解をしている次第でございます。万が一、対応として震度４以上の地震が、あの地

区で発生したとなれば、提体周辺の安全確認と、観測機器が全部提体の中に入っておりますか

ら、それらの連絡、連携体制が取れてございますので、中央管理所の方に全部その数値がいく

ようになっておりますので、その中央管理所の中で、現地を含めて安全性が確保されるまで、

２４時間体制での対応がなされる。そういう仕組みになってございますので、基本的にはそう

いう事態はこないだろうと思っていますし、安全性は確保されていると理解をいたしている次

第でございます。ただ、これから先、何が起きるか分からないという部分も含めて、より一層、

協議会を通じた中で、安全性の確認についてはしていきたいと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） 

 前中議員が質問した時にも、そのようなことは伺っている訳でございます。なぜ、このこと

を言うかと言いますと、今回の３月１１日の未曾有の大震災が発生しまして、約１万９千人の

死亡者、行方不明者を出して、尊い命が奪われた訳で、多くの家屋が津波によって流された訳

でございます。今、町長も触れていましたけど、本当に何があるか分からないという部分では、

万全の対策をということでございますけども、東北においては福島の須賀川市で、そこで藤沼

ダムが決壊した。相当古いダムで、これは昭和２４年に完成したダムなんですが、決壊した時

に７人が死亡して、下流の８６ヘクタールが大水害をもたらしたと。この貯水量が１５０万ト

ンなんです。うちのダムは今、町長も触れましたけど、全国的に農業ダムとしては最高、全国

一じゃないかと。総水量では７１０万トンと、約５倍の水の量なんです。先ほどの説明にもあ

りましたけど、ロックフィルダムということで、岩を積んでいるようなダムで、藤沼ダムにつ

いてはそういう構造がきちっとされていなかったということもありますけども、しかし、全壊

するようなことはないにしても、万が一、亀裂が入ったら、その亀裂をもとに一部決壊すると、

相当量の水が流出することも想定される訳でございます。当然そうなりますと、どのぐらいの

量が出てくるかは計り知れない部分がありまして、そうしたら、アタクチャ川の川沿いをずっ

とつたって、ダムの方へ行く道路がある訳ですけど、この道路沿いに電線も走って、道路もあ

りますけども、増水した時に本当にダム本体に行くことが可能なのかどうか。また、電気関係、
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おそらくダムの提体のゲートと言うか、それらを動かしているのも電気じゃないかと思います

けど、それらがきちっと作動するように出来ているのかどうか。そのことを突き詰めていくと、

本当に災害が無ければ良い訳ですけど、そういうことを想定した時には、本当に安心が確保さ

れているのかどうか、そのように感じる部分でございます。ちょっと調べましたら、満水時に

標高が３６２メートルと。最低水位で３４４。この間を利用水深と言って、１７．７メートル

あります。この部分はどうなんでしょうか。ちょっと僕も理解していないんですけど、上のゲ

ートで調整できる範囲の水深のことを言っているのか、ちょっとその辺が分からない訳なんで

すけど、そんなに水を溜めておく必要が本当にあるのかと感じますし、危険な水をそんなにた

っぷり溜めておかなくてはいけない理由も、なかなか現時点では見出せない。あれはフルプラ

ン計画の中で必要だったダムだと僕は認識しているので。それを中途で計画変更を大きくした。

あの時に僕も期成会の役員をやっていましたけど、斜里川の下流で毎秒何トンという水の量を

きちっと確保するための、調整のためのダムだと聞いておりまして、そうなると、聞くところ

によりますとフルプラン時の４０分の１の利用量ぐらいしかないと言われる中で、そんなに水

を溜めておく理由があるのかと、そのように感じるのですが。その辺の町長の認識はどうなん

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） 

 ただ今のダムの貯水の関係ですけれども、基本的には畑地かんがい用のダムとして、取水量

を補完するための貯水をダムで行うのが目的でありまして、当初はこの斜網管内の１万３千ヘ

クタールの畑地かんがい、フルプランでの水量を求めたものでございます。その後、計画変更

が起きまして、現実的にはフルプランを中止して、１戸１線方式に切り替えたという段階では、

もうダムの提体から全部立ち上がってきておりましたので、その段階での計画変更は無かった

訳ですが、現実の補助配管はそういう意味において中止がされておりますから、当初想定され

た水量の使用分は、限りなく小さくなったというのが現実だと理解をいたしております。そう

した中で、それであればダムの能力がそれだけあっても、今、ご質問をいただきましたように、

それほど水を常に溜めておかなくても間に合うのではないかということですけれども、その辺

は計算してみないと何とも言えないと思いますが、一般的に考えれば、それだけの水を使わな

くなった訳ですから、ダムの容量があっても、それだけ溜めておかなくても、使う量に見合う

だけの溜めがあれば、理屈的には間に合うのかなと感じているところであります。これらにつ

いても、果たして、そのダムの構造上、そういう形で本当にきちっとダム管理が出来るのかと。

ある程度張っていないと提体に影響するだとか、いろんな部分が今度出てくるのかも知れませ

ん。その辺は私共では技術的な部分は分かりません。基本的にダムというのはバケツの中の水

みたいなものですから、端的に言えば一番怖いのは、地震で揺すられた時に中の水が揺れて、

それが提体に傷を付けるとか、そういうことも考えられなくはない訳ですから、そういう部分

を考えますと、満水に張っていなくても良いのであれば、そのような方法をとりながら、より

危険性を回避していくことも必要だという気はいたしております。ただ、それが本当に技術的

な部分として、ダムの管理上も可能性があるのかどうかを含めて、これは先ほど申し上げまし
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たように、ダム管理の関係については、１市４町で協議会を構成しておりまして、その構成さ

れている協議会の中でそれらの課題を提起させていただき、そして、開発建設部に技術的な見

解をいただきながら、それらについても方向性を探っていきたいと考えておりますので、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） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、町長もそんなに水を溜めておかなくてはいけないという必要性については、私と同意見

かと感じました。ただ、危険な因子はダムにおいては多々あると思うんです。それで、僕がち

ょっと心配しているのは、過去に試験湛水を始めたのですが、その時に一時、水が溜まらなく

て漏水していて、突貫工事で提体の底の部分にコンクリート注入したと。そういう経過も期成

会の役員当時に聞いております。町長も当然、ダムを何回も見ておられると思いますけど、ぐ

るっと回る林道がある訳なんですが、その林道をずっと行きますと、ダムの提体のちょうど反

対側の、ダムの水が溜まっている反対側の山の裾と言うか、中間ぐらいに道路がついている訳

なんですが、あの周りの山はほとんど火山礫の山なんです。小さな軽石の山。そしておそらく

その軽石の底は岩盤なんだと思います。その軽石の層がどのくらいの厚さがあるのか、そんな

ことは当然、ダムを造った開発建設部でも十分調査した中でのものだと思いますが、おそらく

軽石の層ですから、どこかへ染み出していくようなことも想定されない訳でもありません。そ

れと、最初の時の漏水していたということが、一体どういうことなのかも、ちょっと気掛かり

な部分です。過去の国の報道でしたが、斜里岳のちょうど江鳶山の裏ぐらいに活断層があると。

群発地震が一時起きたことがありますが、そんなことも含めて、この火山立国、そして地震の

巣の上に住んでいると言っても過言ではない国なんですけど、そういった意味で予期せぬ地殻

変動などで、ダムの本体自体に亀裂が生じるということが、絶対に無いとは確信出来ないと思

うんです。そんなことをいろいろ考えていくと、不安なことばかりになってしまうのですが、

せめて町長が言われたように、開発に対してという部分で、うちの農民連盟から開発に要請を

して、意見書を出して、その意見書の返答が返ってきております。これには、開発は自分で造

った手前がありますから、危ないものなんてことは絶対言いません。そんなことはメンツをか

けても言わない訳でありまして、絶対安全だと。河川管理施設等整備構造令という基準があっ

て、十分に安全性を確保するよう設計を行なっているという返答が返ってきております。そう

いう部分では、危ない、危ないと言っても、なかなか動き出してくれないと思うので。しかし、

やはりダムを抱えているうちの町がそのことを発して、１市４町で協議会を作っている訳です

から、それぞれの首長に働きかけて、そこの首長も自分の所にダムが無いから良いということ

ではなく、１市４町で利用している訳でございますから、開発の方にきちっと首長が、危機管

理という部分で要請をしていかなければ、なかなか難しい部分かと思います。今回の震災も含

めて、開発の方にもおそらく国からも指導がきているのではないかと思いますので、そこら辺

もきちっと総合した形の中で、安全対策という部分をとっていただきたいと要望するところで

すので、よろしくお願いします。 
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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） 

 緑ダムの関係は、今いろいろとお話をいただいたように、湛水試験の時の漏水の騒ぎだとか、

斜里岳の群発性地震での新しい活断層の問題だとか、そんなこともいろいろ検討させていただ

きながら、基本的に想定外になりますと、なかなか難しいのですが、想定外であっても、より

安全性を確認することが大切になってくると思っております。特に１市４町と言いましても、

ダムを抱えているのは我が町でありますから、よその町はそこまでの危機意識は比較的希薄だ

という気もいたしておりますが、先ほども申し上げましたように、地区の協議会の中で現状の

お話をさせていただき、かつ、開発建設部にもそういう内容の再検討を含めて、対応を図って

もらいたいと要請を挙げていけるような形をとっていきたいと思っております。当然、お話が

ありましたように、これらの安全対策というのは大きな地震、十数年前の阪神淡路大震災の時

も、一部基準が変わって安全基準が増されたということもありますし、この東日本大震災にお

いても、これだけの未曾有の災害を出した震災でありますから、これらについても当然、安全

基準の上乗せという部分での対応というものも、当然出てくるだろうと考えております。それ

で私共に入っている、これは直接ダムの関係での安全性ではありませんけれども、情報ネット

ワークの防災の関係でいきますと、現在も維持管理協議会の中央管理所には、防災関係のダム

と各種頭首工とそれらのデータが全部、中央管理センターに入るようになっておりまして、そ

こから遠隔操作で出来る部分というものもあります。それらの関係をより強化するために、国

営の事業で防災情報ネットワークシステム、これが今年、国の責任で、この２４年度中に中央

管理所とダムをつなぐ、各取水施設をつなぐシステムが新たに入ってくると。これは、今のシ

ステムは中央管理所では受けられますが、移動中は受けられないと。それを携帯電話でやれる

システムが入ってくるということで、中央管理所を離れていても、そのシステムを入れた携帯

電話を持っていると、移動中であっても遠隔操作がそこでやれるというシステムになってくる

そうでありますから、そういう面においては、情報の部分で常に移動中であっても、それに対

処することが出来るので、少し前向きな形になっていくと考えております。前段の関係につき

ましては、協議会に話を持ちかけ、そして、網走開発建設部に対応についても、申し入れをす

るような形で進めるように努力をしてまいります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、情報ネットワークという話がありましたが、そういう形で防災に対する対策も取られる

ということなので、少しほっといたしましたが、先ほど冒頭に述べました、電気系統などが麻

痺した時に、実際にはダムをどんなことをして制御するのかよく分かりませんけど、非常用の

発電とか、そういうものはきちっと備えられているのでしょうか。それともう一つ、口はばっ

たいことを言うのですが、放流のことなんですけど、水を半分に減らすとなった時に、僕も認

識が無いんですけど、上からの放流は洪水吐きからの放流。それから、下におそらく泥も溜ま



 221

りますからベントと言うか、泥抜きと言うか、放流管があると思います。その辺のことをイン

ターネットで調べたら出てきましたので、この辺から放流していくということなんでしょうけ

ど。２００２年５月９日から湛水を始めまして、約１年かかって満水状態にして、その後１ヶ

月おいて、運用の最低水面まで水位を下げたんです。この時に放水しているんです。これは斜

里川を考える会という会のインターネットに載っていたんですけど、おそらく川を見た人はみ

んな分かっているんじゃないかと思いますけど、この時に相当水が濁って、川も増水していま

した。そして、川に入って魚釣りをしていた人もいました。その時の放水は、そんなに危険で

はないという認識で、非常用の警告するサイレン等は何も作動させていなかったようなんです

けど、実際には結構な水の量が増えたみたいです。それで、水を抜くといった時に、すぐ抜け

ないと思うんです。それだけの水の量があれば。そのことも含めて開発には、対処をするとな

った時に、すぐ抜けない状態であれば、それは一気に流せば洪水になってしまいますから、安

全性を重視した形で、１市４町の協議会の中でも危機意識を持って、開発と交渉にあたって欲

しいと、そのように思う次第でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の関係でありますが、発電機の電気の確保の関係については、今は北電の電池を使っ

ておりますけれども、非常用の発電機を備えてございますので、そういう部分では、一定の時

間は消化出来るかと思っております。また、今ありましたように、水位を落とす場合、仮にそ

ういうような決定になっても、一気には当然出来ませんので、相当な時間をかけながら、周り

に影響のないように落としていかなければならないというのは、当然のことだと思います。そ

して、水位が上がる上がらないは別にして、非常用放水、また洪水吐き等からの越流放水をす

るという時には、放送設備がアタクチャ川沿いにはずっとありますので、非常放送を必ず放水

する時にはすることになってございますので、そういった部分からも危険のないように安全を

管理し、そして、当然見回りをしながら危険のないように放水をするのが手順になっておりま

すので、これらの手順についても、徹底されて安全に行われればと。これは放流を前提とした

話ですので、これからそういう協議をした中で、果たしてそういう形にうまく持ち込めるかど

うかという部分を含めながら、協議を重ねていきたいと考えておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。非常用の発電機につきましては、ダムの所に設置をされておりますので、

非常用ですから何日もということにはなりませんけれども、とりあえずの部分としては対応が

出来ているということであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 私の言わんとしている部分も、幾分かは飲んでいただけるということで。この安全対策とい

うのは、町長も執行方針の中で、安全安心のまちづくりを謳っている訳です。「備えあれば憂
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いなし」という言葉がありますけど、なかなか万全を期していても、今回の３月１１日の大震

災で、あれほどの被害を被ったという中では、亡くなられた方には心よりご冥福を申し上げる

次第でございますけど、やはり災害という部分については、先ほども述べましたけれど、地震

の上に住んでいるような中で、未然に大きな災害の被害を最小限に食い止めるという、基本的

に災害に強いまちづくりということは、喫緊の課題じゃないかと思います。ましてや、よその

町からうちの町に住んでくださいと言っているのですから、当然、そんなことが第一条件じゃ

ないかと、そのように思う訳でございまして、今、述べられていた部分については、早急に対

処をしていただきたいと思う次第でございます。このことについては、以上で終わります。 

 もう一つ、公営住宅の長寿命化計画が今回提示されました。その中において住宅の整備、そ

れから新築されていく部分の新しい住宅について、ちょっとお伺いしたいと思います。執行方

針の中にも、住宅のことについては町長も述べられておりますけど、我が町の平成２０年度の

段階で、高齢者比率が３３パーセント。高齢者のいる世帯が９３５世帯で、全体の５２パーセ

ントと、半分以上です。３人に１人が６５歳の方だと。これが札弦、緑になると、さらに比率

は高くなっていくのでないかと思います。そのような中で、今回の整備計画の中にも、福祉対

応型というような形で、高齢者や障害者だけでなく、全ての入居者が安心して生活出来るよう

に、玄関、便所、浴室に手すりを設置するということで、整備がなされるということでありま

す。そういう部分でバリアフリー化と言うか、そういうものも実施される訳なんですけど、依

然として入り口の段差などは対処がされない訳で、本当に高齢者や障害者が、快適な生活を送

れるかと言ったら、どうなのかという気がします。しかし、それらについても大幅に改良をし

ていくとなると、とんでもなくお金がかかるのではないかと思います。このことも含めて、長

寿命化の今回の計画の部分で、将来的におそらく人口もこのまま減少の一途をたどっていく訳

で、それと同時に高齢化比率もさらに上がっていくということも含めて、高齢者に対する住宅

全般としての町長の考え方を、お聞かせ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） 

 住宅政策の中の、特に高齢者に対する住宅のあり方ということでのご質問かと思いますが、

前提となります公営住宅、そして人口の関係でありますが、今もご質問の中で触れていただい

ておりますように、人口については、総合計画の中でも平成３２年における人口は４,２００人

と捉えながら、これからのまちづくりをということになっておりますから、当然、それらとリ

ンクさせた中での、公営住宅政策をうっていかなければならないと考えているところでござい

ます。今、公営住宅に入られている方々の世帯を推計し、３２年の総合計画の目標時点では、

このストック計画でも表しておりますように、３３０世帯と推計をされて、この計画がなされ

たところでございます。また、特に高齢者向けの住宅という形での表現はありませんけれども、

この中でのストック計画での改善方策の中にも、安全性の確保というのが重要視されておりま

すし、また、福祉対応型ということで、ユニバーサルデザインに対応した改善と併せて、安全

性の確保のための、これはバリアフリーは当然のことでありますけれども、外装材の落下の関

係だとか、避難通路の確保だとか、ガス管、電気の関係、調理機器の関係、そういうことを含
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めて安全性の追求をしながら、長寿命化をかけていくことでのまとめをしているところでござ

います。それで、我々が一番心配しているのは、今も公営住宅に入られている方でも、２人の

世帯で入られている内は、安全性はより高い訳でありますけれども、１人で入られている独居

の方が結構おります。この方々が元気な内はそれで十分でしょうけれども、ご高齢になってき

ますと、身体機能が低下したり、独立して生活するのが段々大変になると。一般的にはそうな

ってまいりますので、そういう方々が将来的に本当に戸別の公営住宅の対応で安心出来るのか

というのが、一番我々にとっては心配をしているところでございます。この間の道新にも出て

おりましたが、湧別農協で農業世帯の方にもそういう方がいるということで、優良賃貸の共同

住宅を建設すると。まさにこれがケアハウスという表現に近くなってくるんだろうなと思って

おりまして、今回の執行方針の中でも、そういうケアハウスの方向性について、公営住宅でや

れるバリアフリーだとかは、当然そういう改善の中で進めてまいりますけれども、今、後段で

申し上げましたような方々の安全安心となれば、ある程度共同の、そして見回りをしてくれる

と言うんですか、見守ってくれる人と一緒に住めるような、そして負担があまりかからないと

いう、昔で言えば軽費老人ホームという形でありますけれども、今はいろんな手法がありまし

て、国の支援をいただきながら建設をし、運営をしていくということになれば、最も有利な方

法を考えながらいかなければならないと。それと、そういう場合においても町外から来てもら

うとか、いろんな部分が出てまいりますし、変な話ですけれども、そういう高齢者の福祉対策

と併せ、そういう施設が出来ることによって、一定の基準がありますから雇用していかなけれ

ばならない。雇用の関係も出てくるということで、今回、湧別町農協が計画されている部分に

ついても、あの計画を見る限りでは５０人以上の入居を予定しているようであります。そうな

ると、一般的には９人以上、基準としては相談員とか管理者とかを置かなければならないとい

うこともありますので、そういう部分も含めながら、今後の対応の中で、高齢者対策としての

独居の方への対応、体が調子悪くて１人だとちょっと不安だという方の対応のためにも、これ

らの関係について、具体的な検討に入っていきたいと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） 

 今の独居老人、単身世帯の割合は２２．７パーセント。３割まではいきませんが、２人世帯

が４３パーセント。これを合わせると６割を超えている訳で、片方が亡くなれば、おのずと単

身世帯となっていきます。そういう部分で町長が言われたように、お年寄りが１人で暮らして

いくには、公営住宅に限らず、自分の持ち家がある方でも、やっぱり小さい時から慣れ親しん

だ住宅ですから、子供に世話になることも考えますが、結構頑張って札弦、緑に住んでいる訳

なんです。常々私が思うのは、昨日のニュースでもありましたけど、札幌で老老介護で９０歳

のおばあちゃんを６３歳の娘が介護していて、２人とも孤独死してしまったと。そういうこと

がより身近に起きてきているのかなと。その後、そのニュースのコメンテーターの方が、都会

において足りないのが、小さなおせっかいだと言われていました。おせっかいかも知れないけ

ど、やっぱり安否を確認していくと。うちの町は隣近所が昔から住んでいて、何日も気付かな

いなんてことは、めったにないのかも知れませんけど、やはり、そういう人達がきちっと安心
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して暮らせるように支援していくことが必要ではないかと、そのように思う訳でございます。

今、町長が言われたように、自分の身の回りのことがなかなか難しくなってきたとか、生活に

不安を感じる、自炊が出来なくなってきた時に、ほんのちょっとの生活の支援が出来るように、

そんなことを当然のように、これから町の福祉として考えていかなければならない時代に突入

していると、そのように思っている次第でございます。湧別農協の関係のケアハウスについて

もそうですけど、高齢者の世話付き住宅、シルバーハウジングと言いますが、ちょっと触れら

れていましたけど、ライフサポートアドバイザーと言われる方が常駐なり巡回をされまして、

安否を確認するという形の中で、集合住宅のようなものの整備も、うちの町でも必要な時代に

なってきたと、そのように思います。ただ、町長も執行方針の中で触れておりますけど、民間

でということなんですけど、民間を利用して、本当にそうなっていくのかと。それが望ましい

形なのかも知れませんが、指針などをきちっと作らない限り、なかなか民間も動いていかない

のではないかと感じます。そういう部分も含めて、新たな住宅の整備も何戸かある訳ですけど、

これからの住宅整備は、そういうものも十分に考えた中でしていかなければいけないと感じる

ところでございますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今、公営住宅等に入居されている方で単身の方につきましては、先ほど数字を挙げてお話を

いただいたとおりであります。今、町で押さえております高齢者の方は７０歳以上のものです

が、ケアハウスそのものは基準は６０歳以上から入居することが可能です。可能ですが、６０

歳と言えば、今はまだまだ一線級の方々です。その人によって身体能力が違いますから一概に

は申し上げられませんけれども、その年齢に到達するようになるとなれば、実際には７０歳前

後かなということで、ちょっと町の方で拾ってみますと、公営住宅に今現在、単身で入られて

いる方は約４０名ぐらいおります。今現在でいるということは、これから数字的には高齢化率

がまだ伸びると推計されておりますので、一定の人数まではいくだろうと思っているところで

ございまして、そういう方々が本当に安全安心で、１人でいてもずっとその地で生活が出来る

というのが一番好ましいと思いますし、また、住宅を持たれている方でも、やっぱり自分の住

宅は住みやすいですから、そういう中でずっといられるというのが一番良いとは思います。し

かし、現実には、１人でずっといつまでもというのも、なかなか大変な状況だと思っておりま

す。地域の民生委員や自治会の皆さん方が連携を取りながら、見回り活動などは常にやってい

ただいております。特にうちの町の場合は、そういう連携がきちっと出来ていると思っており

ますので、今まで独居の方が孤独死をされたとか、そういうことは極めて少ないので、そうい

う面では安心ではありますけれども、それだけに頼る訳にはいかないという時代が、当然目先

に来るんだろうと思っておりますので、今、お話をいただきましたように、生活相談をしたり、

見回りをしたりという共同住宅、要はケアハウスということになろうかと思いますけれども、

それらについても、十分に検討をさせていただきたいと思います。調べてみますと、ケアハウ

スの関係については、一定の基準を満たしますと補助事業があります。基準単価は決まってい

るようですが、基準単価でいくと３分の２までの補助があるみたいです。但し、これを民間で
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やる場合は無いんです。無いものですから、建設だけを行政団体がやるか、または社会福祉法

人がするという形でやれば、一定の基準を満たせば、そういうような財政支援もあるというこ

とであります。その後に経営がついてまいりますから、その辺も含めて、設置を行政的な部分

である程度支援をしながらやって、運営を社会福祉法人などにやっていただくとか、いろんな

手法が考えられると思います。そんなことも含めて、全体としてどうあるべきか、具体的な検

討をしていきたいと考えているところでございます。公営住宅は先ほど申し上げましたように、

公営住宅として本当に住みやすい住環境をつくるための安全性の確保だとか、福祉対応型だと

か、そういう部分を含めて改修は進めていきますけれども、それだけではどうしようもならな

い部分の対応についても、いろんなやり方があるようでございますから、そういうやり方を一

つ一つ検証をかけてみたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、町長の方から、ケアハウスに対する取り組みについて述べられた訳でございますけど、

住宅施策プラス福祉施策だと思います。そういう形の中で、高齢者向け優良賃貸住宅という言

葉もありますが、公営住宅も高齢者向けと言いながらも、実際に介護が必要になった時には、

どうしても転居しなくてはいけなくなります。当然、そのようなケースは十分あると思うので

すが、それも含めて、僕も法律の関係はちょっと分かりませんけど、そこにずっといて、介護

も受けていける。本当に自分の身の回りのことが全く出来なくなれば、それはそれなりの所に

入ってもらわなければならないと思いますが、軽度であればそれをクリアしていけるような公

営住宅整備が、これからは必要じゃないかと、そのように思います。道がシルバーハウジング

プロジェクト事業を持っていまして、これはかなり前からですけど、現在、北海道の中で２５

団体、７２４戸も建立されております。近隣では美幌、大空に３０ずつ、北見市で３０、網走

で３０と。これはかなり古いデータでございますから、今回の湧別もカウントされるのかちょ

っと分かりませんが。道内でも、当然大きな市となると、かなり早急に整備しなくてはならな

いという課題が目前にある訳ですけど、近隣の市町村においても、そういう整備をもうすでに

されてきているので、うちの町も前向きに整備していただきたいと思います。これは参考例で

ございますけど、和寒では学校の廃校跡を利用して、高齢者の共同生活介護施設を造っている

んです。学校はご存知のように、教室で区切られている状態で、なかなか利用価値も見出せな

い。うちも学校が２つ廃校になっていますし。これは参考例ですから、聞く程度ぐらいにして

ください。そのように教室で区切られていることを利点として、その中を間仕切りして、高齢

者の住宅整備というようなことも例としてあるようです。そんなことも参考に、将来的な住宅

整備を前向きに考えていただきたいと要望して、私の総括質問としたいと思います。 

 以上で終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、ご質問をいただきました、北海道のシルバーハウジング構想に基づく、それぞれの

町村での取り組みもお聞きをいたしておりますので、これらについても詳細を調べて、うちの

町で本当にそういうものが可能なのかどうかという部分も含めて、いろんな対応をしていけれ

ばと思っております。また、最後にお話がありました和寒の一例で、廃校を利用した対応の部

分についても、ケアハウスとした場合、ケアハウスであれば個別の住居になります。一人ずつ

自分の住居をその中に構えると、極端に言えばそういうことになりますので、今の形で改修し

てどうなるか。他にも共同の食堂だとか、共同の入浴室など、そういった部分が果たしてうま

くやれるか。それと、地域性の部分でもやれるかどうか。いろんな形態があると思いますので、

総体的にいろいろ検討させていただければと考えているところでありますので、ご理解を賜り

たいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 総括ということでございますので、３点ほど伺いたいと思います。 

 １点目は行財政改革推進について。２点目は今大変話題になっておりますＴＰＰ・環太平洋

戦略的経済連携協定について伺いたいと思います。３点目は委託業務、指定管理者制度につい

て伺いたいと思います。 

 １点目の平成２４年度の町政執行方針について、４５分にわたる町長の演説を聞きました。

公約というものがございますから、いろんな項目がたくさん並べられての４５分間の演説だっ

たと思います。ちょっと私個人としては項目が多過ぎる、時間的に多過ぎると受け止めました。

それで、町長も２年目を迎えるにあたって、やっぱり櫛引町長カラーを出して、一つ一つの約

束された公約の実行、有言実行と言いましょうか、実現していただかないとならないと私も思

っております。今年度は予算総額も、昨年度から見ると約１０億ほど増でございますから、１

９．７パーセントとなっております。そして今年の仕事の中で、町長は５項目挙げています。

１点目は「第５次清里町総合計画の推進」を謳っております。２点目には「住民協働と共生、

共創を基本とした新たな公共の担い手や地域力の創造」を挙げております。また、３点目には

本年度からスタートされる「第４次行財政改革推進による健全財政の堅持」と謳っております。

４点目にも「新たな国の政策動向への的確な対応や地域社会・経済状況、雇用環境に応じた取

り組み」。５点目は「未来を担う子供達の健全育成と教育力の向上」と、こういうことを今年

の仕事の中でも謳われている訳でありますけれども、池下議員が一般質問でも、この件につい

ては質問された部分もございますので、重複する点もあるかと思いますけれども、再度お尋ね

をさせていただきたいと思います。この５項目について、今後一気にやれるものではありませ

んけれども、どのように推進していかれるのか、伺っておきたいと思います。 

 次に、ＴＰＰ交渉について伺います。昨年の何月かは私も記憶が定かではありませんけれど

も、エコーセンターでオホーツク集会がございまして、私も参加しました。その後、２月２６

日に網走市民会館でのＴＰＰ交渉参加断固阻止の集会もございまして、私も参加しております。

我が町からは言うまでもなく、町長はじめ副議長もおられましたし、議員の方も何名か行って



 227

おられました。一般の方もたくさん行っておられましたけれども、農協の組合長など関係者が

たくさんいたのを、私も目にしております。このＴＰＰというのは言うまでもなく、一次産業

に及ぼす影響のみならず、医療や雇用、食の安全安心、国民生活に密接な重大な影響を及ぼす

ことが懸念されている訳であります。今後、先のことは分かりませんが、関税撤廃が原則のＴ

ＰＰ協定ですから、これは強く私も反対すべきだと考えておりますし、町長もそのために網走

まで何度も出向いている訳でありますから、この点、ＴＰＰについて、どのように町民に幅広

く伝えていかれるのか、その点を伺っておきたいと思います。 

 次に３点目の、指定管理者制度であります。先ほど申し上げましたように、この指定管理者

制度については池下議員からも質問がありました。私は町長の答弁の中で、ちょっと腑に落ち

ない点が一つありました。というのは、指定管理者制度というのは、行政側と言いますから町

側のことだと思いますが、行政側に代わってやってもらっているということを述べられました。

私はその考え方は違うのではないかなと思います。中身そのものが私とは見解が違うので、そ

のように受け止めたところであります。また、たとえ委託業務であれ、指定管理者制度であれ、

まず誰でもが考えることですが、利益を目的として経営するということになるんですよ。でも、

これはやってみないと分からないんですけれども、赤字になるかも知れませんし、黒字になる

かも知れません。これははっきり言って企業努力なんです。ですから、やってみなきゃ分から

ないという範ちゅうだと私は思っておりますので、この点について、明快な答弁をいただいて、

私の後も２名ほどおりますので、一問一答でやると時間が長くなりますから、明快な答弁をし

ていただければ、それで終わりますので、明快な答弁をこの３点について、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） 

 それでは、ただ今のご質問の行財政改革の件、それからＴＰＰに対する関係、それと業務委

託の指定管理制度の基本的な考え方の３点について、お答えを申し上げたいと思います。 

 まず、その前段に執行方針の具体的施策、多くて長いというご指摘でありまして、これらに

ついて、要約して簡潔に出来るように、明年以降も考えていきたいと思っております。 

 それから、行財政改革の関係でありますが、私のまちづくりの基本方針というのは、この執

行方針でも申し上げましたように、「みんなで創る明日のふるさと、町に活力と賑わいを」を

基本としながら、「住民参加と協働、共創のまちづくり」、そして２つの方針であります「長

寿時代をむかえ、みんなで支えあ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」、そして「次代を担う子供たちが、伸び伸びと育ち、一人ひとりの夢や暮らしを大切にす

るまちづくり」、これを基本としながら推進をしていくということで、執行方針はそれをベー

スに置きながら設定をさせていただいたところであります。また、今年からスタートいたしま

す、第４次行財政改革大綱はもちろんでありますが、昨年からスタートいたしております、第

５次清里町総合計画に掲げた清里町の将来像であります、「人と自然がともに輝き躍動するま

ち」、これの創造に向けて、将来につながる、将来の投資としての事業を展開していきたいと

いうことでございます。確かにここ数年、大型の事業等が続いておりますが、現実的な予算の
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配置としては、いろんな財源措置を得ながら進めてきております。今現在においても、収支の

関係については、プライマリーバランスを含めて順調にきていると思っておりますし、また、

経常支出収支比率についても、決してうちの町だけが高いということではありませんし、財政

４指数についてもその枠内にあります。一方、地方債関係におきましても、１０年前は１００

億を超えていた残高が、今は８０億ちょっとまで下がってきておりますし、起債関係において

も、新起債の年間の償還額以上を基本的には借りないと。そうすると、少しずつ下がっていく

訳ですから、そういう基本方針の下に編成をさせていただいている状況でございます。おかげ

様で先人、先輩の皆さんが努力をいただきましたので、基金の方もそれなりに保有をいたして

おります。ただ、私としては基金をずっと積み上げるという考え方ではありません。安全安心

な基盤を確立するための最低限の基金は、しっかりと守っていかなければならないと思ってい

ますが、それを超えれば、将来のために今何が必要なのかという部分については、その基金を

取り崩してでも対応をしていかなければならないと考えておりまして、必要な時に使ってはじ

めての基金だと感じているところでありますので、そういう中で行財政改革、健全財政の堅持

と併せて進めていきたいと考えております。 

 それから、ＴＰＰの関係でございます。これらの関係は、本当に私も心配いたしております。

特に農業、一次産業を基幹産業とする清里町であります。それに関連する企業等もたくさんお

ります。そういう中での今回のＴＰＰ交渉協議の話でございます。農業のみならず、全産業に

わたる、全分野にわたる影響は計り知れないものがあると考えてございます。今のままで、そ

れこそ前のめり的に政府がどんどん進めておりますが、これらについては、きちっとした対応

がどうなのかという情報を、まず出してもらわなければ、全くこのような状況の中では賛同出

来ませんし、当然、これだけの大きな影響が想定されている訳でありますから、断固としてそ

れらの対応にならないように、要請すべきものは関係機関とも連携を取りながら、要請をして

まいりたいと考えている次第でございます。これらの関係も、本定例議会に冒頭の一般行政報

告の中でも申し上げましたように、２月２６日、農協組合長会の主催でありましたけれども、

管内１,１００名の関係する方々が、網走市民会館の大ホールに集まって、これらの対応につい

ての緊急決議を取り交わして、これからの対応を進めていくことに相成った訳でありますので、

それらの運動と共に連携を取りながら、対応についてもそごのないように進めてまいりたいと

考えているところでございます。 

 次に、指定管理の関係でございます。この指定管理については、地方自治法上での法の改正

に伴って、従来の管理委託制度から、平成１５年に施行と同時に３年以内に直営でするのか、

指定管理でやるのか、どちらかを選ばなければならないという法律の趣旨に基づいて、直営か

指定管理かを各町村が対応をしたところでございます。指定管理というのは、ちょっと見解が

違うというお話をいただいた訳でありますが、指定管理の地方自治法上の制度というのは、管

理業務委託団体、従来は委託業務で民法上の契約行為でありましたが、これは町の行政処分を

伴うということで、公法上の指定行為に相成っているということであります。これが大原則で

あります。それともう一つは、従来は管理業務そのものについては、公益法人または公共団体

の出資する団体に限られていましたが、広く民間に門戸を広げるということで、当時の規制緩

和の中での、こういう条文が出来た訳でございます。ただ、その中においても管理行為の中に

使用料の収受だとか、使用許可権限、これは行政処分にあたります。それを出来る仕組みとし

て、実質的、総合的に管理運営を民間の方々も出来ると改めたものでありまして、この指定管
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理にかかる行政行為、処分行為になりますから、全ての内容については条例で定めなければな

らないということで、手続き規定についても条例に規定がされております。また、管理者の指

定をする場合においても選考基準が示されておりまして、その基準に基づいて委員会で選定を

し、その後、最終的には議会に提案をさせていただき、議会での議決行為が必要になるという

ことで、全てが公法上の指定行為としての扱いになっている制度でありますので、ご理解をい

ただきたいと思います。指定管理制度については、発足してまだ６年と、日が浅い訳でござい

まして、実はいろんな課題が出てきております。当初予定していなかった部分での課題等も各

所に見受けられております。極端に言えば、民間の活力・能力を活用しながら、住民サービス

の向上を図るという前提と併せて、経費の節減なども図ることも考えなければならない、そう

いうくだりでございます。そうしたことから民間の方が請けた後、その両立の難しさはものす

ごくあると思います。現実的には両立が難しくて、指定管理を途中で辞退したり、または事業

者そのものが破産するという事態も各所に見受けられてきて、大きな問題となっております。

民間活力を求めながら、住民サービスを向上させるのが基本でありますが、当時、この制度が

出来た時には、行財政改革の真っ最中でありまして、三位一体改革などが一緒に進められ、地

方交付税が大きく下がった時期でもあります。どうしても行政としては、経費の節減のところ

に目がいったという部分も、無きにしもあらずということの弊害が、こういうところに表れて

きているのかなと、考えております。基本的に業者に負担を負わせるために、この制度を作っ

た訳ではないと、私は理解しておりますし、この指定管理の手法は、民間の活力を活用させて

いただいて、住民サービスを向上させるのが最も主眼だと。経営の責任を全部そちらに被せて、

向こうへやったのだから、もう行政は知りませんということにはなりません。これがそうなっ

た時に、後にやる人がいなくなってしまう。その時に果たして、また直営に戻せるのかどうか

という部分を含めながら、いろいろ検討していかなければならない。大きな課題がこれから出

てくるのだろうと思っております。全国地方自治研究センターや自治総合研究所において、こ

の指定管理制度についての再検証が行われております。その中ではいろんな課題の部分で、指

定管理者が仮に引き継ぐ場合には、どのような問題が出てくるんだとか、または修繕の扱いだ

とか、経費負担の扱いだとか、評価をどうしていくのかという部分について、今、提言が出さ

れようとされております。素案的なものについては、この間見させていただいておりますが、

大きな流れが少しずつ変わってくるという感じもしております。以上、法に基づく部分でのご

説明をさせていただきましたので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 再質問はしないと言いましたけれども、１点だけ、参考にお話したいと思います。 

 指定管理者制度についてでありますけれども、本町も６年目を迎えたということで、何箇所

かは切り替えの時期にある訳です。その中で道路橋梁維持、除雪を含めての部分で、４月から

５年間ということで、私も所管でありますから理解しておりますけれども、本日も外を見ると、

ちらちらと雪が降っております。去年から見ますと、１．８倍から２倍近くも除雪としての経

費がかさんで、もういっぱいいっぱいのところまで来ていると伺っております。そこで、先ほ
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ど町長が言われましたが、やってみなきゃ分からないのが業務委託も指定管理も、どっちも同

じことなんです。やってみて赤字になるか、黒字になるか、分からないんです。今、除雪が去

年から見たら多いですし、排雪するのもいつもは１回で済んでいるところを、２回も３回もや

る訳ですから、１回に全車で出ますと金額的にはかなりかかる。そうしますと、３年間で契約

した分が底をついて、いっぱいいっぱいで厳しいと。しかし、今年切り替えで今度は５年にな

る訳ですから、出来ることならば、その辺を町として考えていただきたいと。別に要請とかは

無いとは思いますけれども、ただ、私は参考にして聞いてくださいと、前もって前置きしてい

る訳です。そういうことですから、４月からは５年で新規に指定管理者を請けたら、何につけ

てもその枠でやる訳ですから。例えば３年で２億５千万であれば、その２億５千万を３年間で

何とか賄っていただきたいというのが、指定管理者で請けた金額なんですよ。 

 町長、私はどうしろ、こうしろと言うことではないんです。ただ、実態がそういうことであ

るということだけお話して終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 指定管理の関係でありますが、道路橋梁関係においては、従来は３年間で指定管理期間を設

けて、全体枠と各年度を個別の年度協定を結びながら、やらせていただいているところであり

まして、その年度間でもそれぞれの対応も含めてやらせていただいている訳であります。先ほ

ども言いましたように、一方的に請けた側の負担で良いという考え方ではありません。当然、

行政に代わってやってもらっている訳ですから、赤字にさせて良いという発想は一切もってお

りません。そんな中で、前回からも確かインセンティブだとかの部分を少しずつ入れながら、

やってきている訳であります。ただ、最近は雪の状況だとか、気象条件が大きく変動いたしま

すから、想定していなかった部分だとか、いろんな部分が出てくることもありますので、その

辺も平準化をかけながら対応していかなければならないものは、協議をさせていただくと。全

体を通じての話になりますので、その辺も含めて、ご理解をいただければと考えているところ

でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 予算審議全般を通じまして、２点ほど町長の見解を再度確認させていただきたいと思います。 

 その前に、３日前の一般質問並びに昨日、一昨日の各予算審議におきまして、町長、さらに

は各課長に対して、かなり失礼な、また厳しい質問を行ったことについては、大変申し訳なく

思っておりますが、その辺は一年生議員ということでお許しいただければと思っております。 

 今回の予算審議を通じて、私だけではないと思いますが、議員共通の思いとして、町のおか

れている今現在の現状に対する認識の甘さと言いますか、さらに新町長になって、多くの町民

が大きく期待していたという思いがありまして、その期待していた改革、取り組み、そして町
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民や職員に対するリーダーシップ、そうしたものが町政執行方針だけでなく、予算の審議を通

じてでも、町長や幹部職員から伝わってこなかったと、私はそう感じる訳でありまして、非常

に残念であると思いました。そうした中で、端的に現れていますのが、事業補助や団体補助の

あり方でありまして、第１点目としてこの点についてご質問をさせていただきます。町長に就

任してから初の本格的な予算編成ということでありますが、第４次行財政改革を柱に据えなが

らも、現実的には１千万を超える、または１千万に近い大型事業補助。具体的には他の議員か

らも質問が出ておりましたが、農業振興補助、さらに商工振興補助、そして私が質問いたしま

した製材流通補助などについては、要綱上は一応３年とか５年という形になっておりますけど

も、実質的には１０年もしくは２０年近く継続されております。内容的に多少の見直しがある

のでしょうけども、一昨日、前中議員も質問されていたように、農業者自身でさえ、将来に向

けた産業振興上の課題解決に向けた実効性に、ちょっと疑問があるという感じの質問をされて

おりましたけども、これを逆に考えれば、ある一定の町内の有力団体に、既得権的なものにな

っていないのか。町もそれを認めている形になっているのではないのか。同じようなことが団

体補助の一部にもみられるのではないかと考えております。これは私だけが考えているのか、

他の議員も考えているのかは分かりませんけども、多分私だけではないと思います。そのこと

について、町長の見解をお伺いしたいので、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） 

 池下議員の方から、ただ今執行方針の中を通じながらも、現状の認識が甘いのではないかと。

期待していたような思いがさっぱり伝わってこないということでございましたが、私はこの中

に、私の公約で掲げた部分での対応としてのものを、表現をさせていただいている訳でありま

して、特に今年の４つの重点基本方針という中に、まちづくりの方向性としての庭園のまちづ

くり構想の具体的な推進を図っていきますと謳っております。これは今日言って、明日出来る

ような、そういうものではありません。これはまちづくりの根底の話をしている訳でありまし

て、そこの部分をきちっと謳いあげてからいかないと、そこに到達するまでの間、どういう手

法を打ちながら町を活性化していくか、そういう対応を考えていかなければならないという思

いで策定をしたものでございます。抜本的に今日言って、明日変わっていく施策というものも

あるのかも知れませんけども、そこに至るまでも積み上げが必要です。きっちりとした積み上

げの中で、方向性を出していくことが、最も必要になってくると思っております。ここの中に

掲げても、これを具体的に展開するためには、今もやってきておりますけれども、これからや

っぱり職員の全面的な協力と、そして、町民の皆さんの参加と協働が無ければ出来ない訳であ

ります。一つ一つ、それを積み上げながら進めていくという思いの中に、そこへ全てが到達し

た段階には、それこそ何も施策が無くても、本当に幸せな安全安心な町が出来るのかも知れま

せんが、やっぱりそこまで誘導する、それぞれの初歩的な施策も併せてやっていくというのが

肝心ではないかと、私はそのように捉えている次第であります。そんな中で、特に補助事業の

関係でございますが、農業の振興事業、また商工の振興事業、そして製材等の振興事業と、そ

れぞれ実効性に乏しい補助を行っているのではないかというご指摘だと思いますが、私として
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はそのようには捉えておりません。それぞれ生活のベースを支える産業の振興であります。こ

この部分がしっかりと枠組みが組まれないと、次の施策に入っていくことが出来ないと感じて

おります。確かに長期的でありますが、長期的だから駄目だということには、私はならないと

考えております。やっぱりしっかりとした土台を造るためには、長期であろうと短期であろう

と、そこに必要なものはやっていかなければならないと思っている次第でございます。特にこ

の間も予算審議の中で質疑をいただきました。納得が出来ないというお話もいただきましたけ

れども、製材流通の関係については、この山本工場として、昔は材が出る所の山本に工場を置

いて、そして製材にして出荷すると。これが一番効率的だったようでありますけれども、今現

在は、それこそ材が海から上がって来ると。海からここまで輸送費をかけて、ここで加工して、

また輸送費をかけて海から出荷をするというような状況でありまして、どうしても山本工場は、

他の工場から比べたらコストがかかるということでございますから、そういう厳しい環境を少

しでも改善できる、そして経営の安定が図られる施策として、これを導入している訳でござい

まして、これらについても、一企業に対してうんぬんということではありません。あくまでも

農業、商業、林業という一つの枠組みの中で、全体的な考え方で措置をさせていただいている

という、あくまでも政策的な配置の予算だということで、ご理解をいただければと思います。

町を支えている全ての産業が、より活力を持って、より元気を出してもらうのが目的でござい

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、町長から答弁をいただきまして、いろんな施策の中で、すぐ出来るものではないという

話をいただきました。これは一般質問の中でも答弁をいただきました。来月から２４年度が始

まりますけども、２６年までのこの３カ年の第４次行財政改革大綱が来月からいよいよスター

トするというのに、具体的な計画すらまだ出来ていない。その計画も議会に提示されてすらい

ない。基本的に先ほどいろんな予算を付ける部分に関しては、町長はこれは必要だと、地域の

産業を支えるために、これは当たり前のことなんだとおっしゃっていましたけども、私はお金

が使われることが駄目と言っているのではなく、基本的に既得権を守るとかではなく、広く公

平な町民の視点に立った時に、今年６０億の予算ですけども、このお金の使い方というのを、

もう一回、予算を組む時にゼロベースで考えてはいかがという話をしているのです。最初から

これは駄目、あれは駄目と言っているのではなく、また、最初から去年も一昨年もこうやって

きたから、同じように最初から組むということではなく、町長も今年２年目に入る訳ですから、

独自色を出すという意味合いも兼ねて、予算を組む時にはもう一回、ゼロベースで考えた上で

予算付けをしていこうという、前向きな姿勢が私は欲しかったと思いまして、質問させていた

だきました。今日も本当は総括の予定はなかったのですが、もう一度聞いてみたいという思い

がありましたので。それから、第４次行財政改革大綱は具体的にいつ議会に示されるのか、答

弁をいただきたいと思います。 

 

○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） 

 ただ今のご質問でございますが、予算編成にあたりましては、基本的に前の年の予算を引き

ずるということではなくて、基本的にはゼロベースで推進をして、編集をしてきております。

昔は前年度比１０パーセント減で組みなさいだとか、いろんな手法がありましたけれども、基

本的にはゼロベース予算編成という中から積み上げてきておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。また、まちづくりのそれぞれの取り組みについては、基本的には私としては、

第５次総合計画と行財政改革、そして庭園のまちづくりという、第４次から５次へ引き継がれ

た、花と緑と交流のまちづくりを中心とする住民の参加と協働、共創のまちづくりを、町の中

心の理念として取り組んでまいるものでありますから、ものをつくる施策だけが、その予算だ

けが、執行方針の中で見える見えないの話ではないと考えておりますし、私の理念としては、

そういうまちづくりでいきたいという理念でありますので、そこら辺はご理解をいただければ

と思います。それから、行財政改革大綱の関係については、あくまでもこれは委員会での答申

をいただいた大綱であります。具体的には６項目の改革推進項目が出ております。これらにつ

いては、すでに委員会等でもご報告をさせていただいて、今、町民の意見聴取、パブリックコ

メントを行なっているところでありまして、ご意見をもらった後に正式な大綱として、これか

らきちっと策定、印刷をして、町民にも周知をかけていくという作業に入っていきますが、具

体的な実施計画、一つ一つどういう項目をどうやっていくのかという、数値目標を合わせた期

限を付けた計画になってまいります。これは具体的に今、事務的な作業に入っております。そ

んなことで、この大綱の項目が出てこないことには次に入れませんので、それに取りかかって

いる最中です。予定としては１ヶ月から２ヶ月程度、事務的な整理がかかるだろうと。そして、

一定の整理がついた段階で、委員会の方にも当然、内容等もご提示をしながら、こういう計画

として実施をしていきますということで、数値のお示しを出来ると考えておりますので、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） 

 １ヶ月から２ヶ月かかるという答弁をいただきましたけども、私的にはちょっと遅いのでは

ないかと思います。そう思いますけども、次に２点目の質問に移らせていただきます。 

 先日、予算審査で、町職員並びに臨時職員の関係について質問させていただきましたけども、

まちづくりの主役というのは町民だと、町長もよくおっしゃいますけども、私はそれを実質的

に支えているのは職員だと思います。その職員の能力とかやる気というのが、まちづくりその

ものを左右する一番重要な要素だと、私は前からずっと思っていました。今回の予算審議を通

じて、何回か職員の給与や臨時職員の雇用について質問させていただきましたけども、そうい

う思いから質問させていただいたということを理解していただきたいと思います。ただ、残念

ながら質問に対する答弁の中で、非常に違和感を持ったものがありました。それは、一つに長

期にわたる専門的な臨時職員の雇用の関係です。保育士だとか図書館の臨時職員とか、そうい
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う人達は、補助的な仕事をしているという答弁を私はいただきましたけども、私が思う限りで

は、本当に補助的な仕事しかしていないのかと。正職と同じ資格を持って、ほとんど同じよう

な職場で、同じような立場で、さらには責任だって持ってやっているはずです。私は臨時職員

の方の仕事を見ていると、こないだ答弁いただいた内容とは違うのではないかと、そういう思

いで私も受け止めておりますが、町長自身はどういう考えで見ておられるのかということを、

まずお伺いしたいと思います。現在、人口の減少に歯止めがかからない、これは清里だけでは

ありませんけども、そういう状態の中で、新しい雇用の場もなかなか生まれていないのが現状

です。そういう町が、町長が言われる安心して本当に住み続けることができる町に、どう結び

付いていくのか。先ほども庭園のまちづくりの話をしていましたけども、庭園のまちづくり構

想で、上斜里から緑まで花を植えて、果たしてそれで新しく雇用とか、安定した経済がどうや

って生まれていくのか。私はちょっと理解できないです。大型の公共事業の実施ばかりで、地

域の経済、雇用が継続的にもたらされておりますけども、それだけで本当に活性化していくの

かと。その辺のことを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） 

 ただ今は２点のご質問かと思いますが、まず１点目は職員の関係でございます。私も基本的

には職員の能力、やる気がこれからの町をつくっていく大きな原動力になるということは、全

く意見は同じだと思っております。職員こそがまちづくりの財産だと感じている次第でもござ

います。そうした中において、臨時職員との関係でありますが、基本的に私共が考えておりま

すのは、企画立案の部署につく職員については、正職できちっと骨組みを確保していかなけれ

ばならないと考えている次第でございます。また、それ以外の単純労務に近いようなものとか、

そういうような部分もございますから、そういうものについては、外注できるものは外注しな

がら、また、臨時職員で対応できるものは臨時職員で対応するという形で、そして、中長期の

部分を含めて、やっていかなければならないだろうと考えているところでもございます。先ほ

ども外から見たら、同じような内容の、同じ仕事をやっているように見える部分もあるかも知

れませんが、それらについても補完的な職員としての意味合いですし、たまたま長くなってい

る場合もありますけども、その時々にしか必要でない。例えば保育士の場合、どうしても今は

昔と違いまして、ちょっとするとすぐ特別な扱いをしていかなければならないお子さんもおり

ますので、その場合については、どうしてもその時だけの対応が出てきますので、そういう部

分を含めて、全体としてバランスを見ながら対応させていただいているのが実情でありますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、もう一つの庭園のまちづくりの話でございますが、議員におかれましては、この

庭園のまちづくりが、新しい活性化の道とはどうも思えないというようなご指摘でありますが、

私はその庭園のまちでコスモスを植えたからどうだ、フラワーロードができたからすぐ金がど

うだと、そういうことではないと。それはつながっていくとは思いますが、コスモスを植えた

から何百万になるだとか、そういう話のものではないと。全体としての町のイメージと合わせ

た取り組みとして、自分達がそれこそ参画をしながらまちづくりをしているという、協働参加
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のまちづくりという意味合いも含めた中での、全体の町のスタンスだと思っております。当然、

その中にはそれだけではなくて、パパスの道の駅もその流れの中で、どうやってそれを活性化

により結びつけていける内容として整備をしていくんだと、運営をしていくんだと。これから

大きな課題になってこようかと思いますけども、そういう部分は当然ありますし、また町の市

街地の活性化の問題も、当然その中に入ってきます。やっぱりよそから来てもらう、また訪れ

てみたいと思われるようなまちづくりをしながら、入り込み流入人口を図り、それがいろんな

面において、活性化につながっていく展開になれば良いという思いと、町民が自分達も参画し

ているという思いが、一緒になったまちづくりを進めるために、この庭園のまちづくりという

のを、第５次総合計画の花と緑の上にキャップをかけるという形で発展ができればという思い

で、提案をさせていただき、そういう方向に進めていきたいということで、今、一歩を踏み出

したところでありますので、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） 

 やはり、庭園のまちづくりに関しては、私の方が理解できないのか、町長が考えていること

と、私の考えに多少ずれがあると捉えます。いずれにしても、こういう小さい町ですから、町

が率先して安定的に働ける雇用の場というのは、例えば、清里であれば行政とか農協とか、そ

ういう大きな団体が、やっぱり先頭に立ってやらなければならない一つではないかと思ってお

ります。そんな中で、特に町長が強調されております子育て支援は、総合計画の中で謳ってお

りますけども、児童福祉の充実の中で、多様なニーズに対応した保育事業という項目もありま

す。現場で支え合うのは、まさしく臨職を含めた保育士や図書館の臨職であると。そして、そ

れらに向き合う一人ひとりの職員が、一生懸命子供達や町民のために、熱意をもって働ける環

境づくりが一番大切だと思います。こうした人を大切にするまちづくり、これこそが本来の行

政のあり方ではないかと思います。何でもかんでも安上がり、削減、削減とやりますと、やっ

ぱり職員自体が、町民の先頭に立って働こうという意欲が、どんどん薄れていくような気もし

ますので、最初の質問に共通することなんですが、もう一度、町民の目線に立ったゼロベース

でのいろんなものの考え方というものを視野に入れながら、これからの行政をやっていって欲

しいということをお願いして、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） 

 ただ今、再度ご質問をいただきました。人を大切にする町、職場を明るく、そして皆不平不

満のないような、そういう職場を当然、作り上げていかなければならないと理解しておりまし

て、環境づくりにこれからも営利心血を注いで、進めていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いをいたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 次に、畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 ご苦労様です。今回の定例議会でありますけれども、朝から晩まで審議したというのは、か

つてないと思っています。それだけ、緊迫したと言うか、切羽詰まった、何とかしなくてはな

らないという思いの表れではないかと感じまして、頑張ろうという思いが、町長にはご理解を

いただけたと思ってございます。 

 この４日間、大変素晴らしかったのですが、２点ほどちょっと残念だと思ったことがありま

した。それは、村島議員が言ったように、町長の執行方針が本当に執行方針だったのか、それ

とも事業の説明だったのか。ちょっと見えてこない部分があり、メリハリのある説明をしてい

ただければ、長い時間でも記憶に残ったかなという思いもあります。 

 それからもう１点でありますが、答弁の中に、嘘とは言いませんけれども、誤解を招くよう

な答えが返ってきたということ。これについては、ここは正式な会議の場なので、修正等につ

いてはしっかり出してもらわなければならないし、私もそうでありますけども、言葉の言い間

違いは誰でもあるはずです。その辺は、隣の課長辺りが訂正をして、手直しをするぐらいの心

遣いを、申し訳ないですがしていかなければ、そこで聞いている本人が「違うよ」という言葉

が返ってきた時に、それ以上、質問が出来なくなるという危険な部分がありますので、そこは

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、今回の私の総括については、小学校の跡地の関係、住宅の関係、それから焼酎工

場の関係、そして、本来であれば旬であります指定管理も入れたいですけども、そこまで入れ

るとややこしくなるので、その３点について、お話を聞きたいと思います。 

 執行方針の中に、閉校となった学校跡地については、建物の活用を地域とともに協議をしな

がら、と載っている訳でありますけれども、もう１年経ちました。そして、２年目の方針にわ

ざわざ出てくるこの辺の意味合い。私は意味があるのかなと。要するに、今のところ地域とも

話し合っているのだろうと思いますが、まだ見出せない部分があって、次の方策として、もう

少し時期を見ながら進めていくのかとも思ったのですが、２年目の方針にまた載ってきている。

本来であれば、時期を見るなら載せないのが普通だと思うのですが、その辺の意図が分からな

かったので、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） 

 ご質問の、執行方針の長さと、政策が良く見えなかったとのご指摘でございます。私として

は、私の思いをこの中に書き込んだつもりでありますが、かなりロングランになったことは事

実でありまして、最初に言ったことが段々薄れていって、後ろの方になると、何を言っていた

のか分からなかったということになってしまったのかなと。これは大きく反省をしながら、来

年の執行方針は簡潔で分かりやすく検討したいと思います。それから、答弁の中で、中には違

うのもあったのではないだろうかということですが、職員からの部分も含めて、十分に対応さ
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せていただきたいと思います。 

 それから、小学校の跡地の関係でありますが、執行方針の中でも今回、また改めて触れさせ

ていただいたところであります。これは端的に申し上げますと、江南地域における協議会が実

はございまして、先日も江南地域の対話懇談会の中で、その会長をされている方から、いろん

な今までの経過を含めて、町の考え方についてもいろいろお話をされました。そんな中から、

改めて江南の地域でいろいろ検討を加えておりますが、まだ結論が見えるところまでは行きき

っていないということも含めて、行政側としても一緒になって、考えていかなければならない

時期に来ていると思っています。当初、まずは地域を中心に、地域として何が課題としてある

のか、地域としての構想があるのかという部分で進んできたのが実情でありまして、なるべく

そこに行政が入って、かき回すということのないように、進めていかなければならないと対応

してきた訳ですが、この間の対話集会の中でも、一定の検討を加えたけれども、もう少し、今

度は行政も含めた中で協議をしていく段階に入ったという理解で、今回の執行方針の中でも、

改めて検討協議ということを表現させていただいたものでありますので、ご理解を賜りたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 分かりました。江南については動いているということで、これが新栄地区についても、また

違った捉え方での動きが出てくるように、もう少し時間をおいていただければ変わるのかなと。

閉校になった時に、「どうするんだ、何に使うんだ」という話がありましたが、何をして良い

のか見えなかったので、時間をかけていただいて、本来は地元が使えるのが良いですが、小清

水町みたいに誘致をするのが良いのか。これらもリスクがありますから、じっくり考えていた

だければと思っております。 

 ２点目についての公営住宅の関係なんですが、２３年度に策定いたしました長寿命化計画、

それから２５年から始まる木造住宅の関係です。一般質問や委員会等でも、いろいろと話が出

ている訳でありますが、委員会等は町長が出席されないということもあるので、町長の考え方

はどうなのか。木材を何とか清里の町有林の木を使って、公営住宅が出来ないのか。公営住宅

なら坪単価１００万もする中では、いろんな考え方があると思います。町の住宅という捉え方

もできるであろうし。その辺の委員会での意見の集約が、町長にしっかり伝わって、理解され

ているのかということをお聞きしたかった訳でありますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今、２点の関係でのご質問でございますが、１点目の小学校の関係については、江南はこれ

から協議を続けていきたい。それから、新栄の関係については、今のところ改めての情報はあ

りません。基本的には１年経った、２年経ったからすぐ壊すということは考えておりません。
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これからいろんな時代の流れで、使ってみたいという部分も出てくるかも知れません。ただ、

いつまでもずっと置いておくという訳にもまいりませんので、どこかの時点では判断をしなけ

ればならないと思っていますが、近々すぐにということは考えておりません。ちょっと心配さ

れるのは、窓ガラスなどが破損したり、場合によっては、そんな悪い人は清里にはいないと理

解しておりますけれども、万が一、火を付けたとか、中に入り込んだとか。管理人がおりませ

んから、そういうことが心配されますけれども、今の段階では清里にはそういう人はいないと

いうことの中で、もう少し様子を見させていただきたいと思います。 

 それから、住宅の関係であります。今回の長寿命化ストック計画の関係でございますが、基

本的には町としての用地の取得だとか、そういう部分を含めながら、高層で建てるのも良いの

ですが、用地があれば使いやすい建て方もあるのかなと。今の鉄筋コンクリートだけの建物が

良いのか、木造を含めて使える物は使いながらやっていくのが良いのか。これらについても、

今ちょうど話題になっております町有林も、６０年を超えて伐期にそろそろ到達してきている

木があります。これらは上手にやれば、製材として使える部分も出てくるだろうと思っており

ます。ただ一つ残念なのは、清里で直接、木材をひいてくれる場所がないことですが、これは

流通の関係で、どこかでひいてくれて、公営住宅や公共の建物にも十分に対応出来ますよとい

うことであれば、単価とかいろいろありますから一概にはいきませんけれども、可能であれば

そういう部分を含めて、木造住宅化についても併せて検討していきたい。今、国の方も、学校

の木造の３階建てが基準では駄目なものですから、それを基準として良くなるように調査をし

ているということで、法の改正、基準の改正が出てくるかも知れません。そういう部分を含め

て、どういう使い方があるのか、これから十分に検討を加えていきたいと考えている次第でご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 町長からお話を聞かせていただき、大変うれしく思っているところでありますけれども、こ

れらの関係については、定住移住だとか公営住宅、あるいは町有林という中での関連性があり

ます。グループ制については、私は大変評価をする訳でありますけども、課同士の連絡という

のは、私が勝手に判断するんですけれども、悪いように見えます。何とかその辺を、一つの事

業をするにしても、いろんな課と連携を取り合って、進めていただければありがたいなと思い

ますが、どうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 公営住宅だけではなくて、いろんな課題がまちづくりの中ではあります。１課、係、グルー

プでは対応出来ないものが、たくさん今の時代の流れではございますので、今、ご指摘をいた

だいて、少し風通しが良くないのではないかということでありますが、決してそういうことで
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はないと考えております。常に月に２回ほど課長会議をしながら、情報は共有いたしておりま

すし、それぞれの課長の裁量の中で、グループ間の調整も十分に行われていると考えていると

ころでありますが、より一層、そんなことがないように、今後とも努力をしてまいりますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 課を超えた連携が取れたら、いろんな工夫が出来ると思います。 

 それと、公営住宅の入居の手続きについても、本人でないと駄目だというのではなく、例外

はあるようですが、本人が行って手続きをするという部分はもう少し柔軟に、家族が代わりに

行っても問題ないのかなと思いますので、そこをちょっとお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 公営住宅の入居等の手続きの関係を、まずお答えしたいと思います。基本的には入居の手続

きの段階で、いろいろお聞きをすることがございますので、原則は本人の申請に基づく本人の

手続きとなっております。どうしてもやむを得ない、来られないという時は、その実情をお話

いただいて、窓口で対応出来るようであればお受けしていくということで、ご理解をいただき

たい。一応原則がありますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それから、先ほどの課を超えた連携の関係ですが、先ほども申し上げましたように、そごの

無いように、一層密に連携を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 大変申し訳ないのですが、「原則」という言葉の意味の捉え方で、実際に申請については当

然本人が来て、それから、人数が多くなったらくじを引かなければならないということが中に

はあるだろうと思いますが、その時も実際は本人でなかったら駄目だという部分。これは平日

で有休でも取れる方なら問題ないでしょうし、近い方なら良いですが、遠くて本人が来られな

いといった時に、清里は他の町と違って民間がないので、民間に移るためには斜里や小清水に

行ってしまう。こんな現実がある訳で、そこら辺も理解をしていただいて、何とか改善出来る

ものなら改善をしていただければと思いますが。 

 

○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） 

 ただ今の関係、「原則は」は「通常は」ということに近いのだろうと思っておりますが、今、

お話があったように、どうしても居住の関係で甲乙が付く場合は、責任を代理の方がきちっと

取れる方であれば、例えば後から「そんなの頼んでなかった」という話にならない状況が明ら

かであれば、対応について所管とも相談をしながらということで。基準があるから、絶対それ

でなければ駄目だということではありませんが、ある一定のルールも必要になってまいります

ので、その中でやれる範ちゅうで整理をしたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 その関係については、説明をしっかりすれば問題ない話であって、全然問題に値するような

話ではなさそうな気はするんですけども、そこら辺についても、何とか改善できるものについ

ては、申し訳ないですけどもしていただきたいと思います。 

 最後でありますけども、焼酎関係についてお話をさせていただきたいと思います。今回、焼

酎が産業課に変わったという部分で、この４日間のお話や委員会を見せていただくと、産業課

は大変仕事が多いです。農業、商業、観光、あるいはパパスだとか、イベント等と、本当に産

業課に任せて出来るのか、心配ではあります。それで、産業課に任すということが今回決まっ

て、お願いする訳でありますけども、先ほど横のつながりが良くなったと聞いてございますの

で、その辺だけはしっかりと手助けをする。それで出来なかったら、次の方法を考える。そん

なことを試行錯誤しながら、最善の努力をしていただければと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 前段、先ほどの関係でありますが、所管の方とも十分に内容を詰めさせていただいて、改善

できる道があれば、そういうような形の中で協議をしてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それから、焼酎の体制の関係でありますが、基本的に今回、条例を改正させていただいて、

焼酎事業所については、グループとして産業課の中に所管を変えるということでの議決をいた

だいたところであります。その段階でもご質問をいただいております。産業課そのものの事業

のボリュームが相当増えてきているという中で、うまく機能していくのかどうかということで

ありますが、基本的に焼酎グループが当然、メインになって動いてまいります。そして、焼酎

の全体としての販売の部分だとか、また、イベントでの出役だとか、そういうものがいろいろ

あります。今までであれば、焼酎事業所だけでの話になって、どうしても焼酎事業所の職員だ
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けでの対応となってしまい、なかなか課を超えては難しい。言葉では課を超えて連携してと言

っても、現実的には条例上で処務規程がありますので、それを簡単に変える訳にはいきません

ので、現実対応というのは非常に難しいところがありますけれども、今度、課の中へ入れば、

グループ間の調整は、全体の調整で課長ができるようになりますので、そういう部分を最大限

に利用していきたい。確かに産業課そのものも、今おっしゃられた部門のグループについては、

かなり事業が増えてきていることは事実でありますが、産業課としてはそれ以外のグループも

ございます。課全体としてのグループの調整が図られればと思います。ただ、そのグループだ

けに過重に負担がいってしまうのも困りますので、その辺は調整をしながら、全体として必要

になれば、人員配置も含めて人事の中で検討していかなければならないと捉えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 当然、産業課でやる部分は理解する訳でありますけれども、やっぱり売り方については、基

本的には今度、副町長の肩書きが抜けたというのは言語道断、町長はじめ副町長が先頭に立っ

て、名刺の表には所長１号、２号でもいいです。職員も全員が名刺に書いて、議員でもいいで

すから書いて、行って売って来いとは言えないけれども、会議の話の中で話題に出てくると。

そんな話が一つでも出てくれば、ひょっとして売上げにつながるのではないかということと、

この焼酎については、町長が役場に入ってちょうど３７年と言ったら、最初から携わっている

と言うか、生き字引ではないかと思います。議員も焼酎に対しては、大変おいしいし、何とか

してあげたい、何とかできないものかという思いはある訳でありますけれども、それ以上に、

町長の思いというのはあるのだろうと思いますので、最後に、町長の焼酎にかけた意気込みを

お聞かせいただいて、ちょうど時間となりますので、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） 

 エールを送っていただいてありがとうございます。焼酎の関係は、昭和５１年に一村一品に

先駆けてスタートした訳でありまして、当時を本当にお話の中で思い出している訳であります

けれども、亡くなられた職員の長屋さんと共にスタートをさせていただきました。その後、醸

造試験所から帰ってきた後は、旧学校跡地を活用しながら、職員みんなで仕込みに行って、瓶

詰めをやって販売をしたということで、産業課挙げての仕事でありました。そういう思いでず

っと今日まで来た訳であります。当時は初めて北海道で乙類焼酎が出来たということで、量も

本当に少なかったので、幻の焼酎という販売の仕方をさせていただきました。その後、今の焼

酎工場が出来て、量産体制２００キロリットルまでの対応が出来るようになりました。そうし

た段階では、他のメーカーもそれぞれ乙類焼酎に一定の道が出来て、どんどん製造がされるよ

うになりました。その後は大変厳しい状況の中で推移をしておりますけれども、その一村一品

の先駆けとしてまちづくりの活性化の一つの手法として、そしてまた、特産品づくりとして取
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り組んだこの姿というのは、うちの町の誇れる姿であり、そして町民も本当に自慢できる姿に

なっていくのだろうなと。そしてまた、そういう歴史をつないできたという思いでいっぱいで

ございます。我々も職員一人ひとりがセールスマンという気持ちで、販売の先頭に立っていき

たい。私からも職員の方にはお願いをしながら進めていきたいと考えております。そういう中

に、これから進めていこうとしている、それこそ花と緑と交流のまちづくりで、第４次総合計

画から第５次へ、事業として住民参加と協働・共創、そして、住民主体によるまちづくりの手

法を合わせて、庭園のまちづくりの構想に大きくつながっていくようになれば、それらのもの

が一緒になった、それこそ清里の町のイメージが出来上がってくる。本当に住んでいて良かっ

たと思われる町を目指して頑張っていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、議案第３０号 平成２４年度清里町一般会計予算から、議案第３６号 平成２４年

度清里町焼酎事業特別会計予算までの各会計予算の質疑を終結します。 

 ここで、１１時５０分まで休憩といたします。 

                              休憩 午前１１時４１分～ 

                              再開 午前１１時５０分 

 

●日程第２  議案第５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 議案第５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 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５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第３  議案第６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議案第６号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例を議題とし

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、議案第６号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例は、原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第４  議案第７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第４ 議案第７号 清里町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部

を改正する条例を議題とします。 

 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７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７号 清里町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第５  議案第８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 議案第８号 町職員の給与関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 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８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） 
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○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第８号 町職員の給与関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり

可決されました。 

 

●日程第６  議案第１０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 議案第１０号 清里町税条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 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１０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１０号 清里町税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決され

ました。 

 

●日程第７  議案第１３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 議案第１３号 清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 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１３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１３号 清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第８  議案第１６号 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第８ 議案第１６号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 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１６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１６号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可

決されました 

 

●日程第９  議案第３０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第３０号 平成２４年度清里町一般会計予算を議題とします。 

 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３０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３０号 平成２４年度清里町一般会計予算は、原案のとおり可決されま

した 

 

●日程第１０  議案第３１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第３１号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計予算を議題とします。 

 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３１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。 
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（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３１号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計予算は、原案のとお

り可決されました 

 

●日程第１１  議案第３２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第３２号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計予算を議題とし

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３２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３２号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計予算は、原案の

とおり可決されました 

 

●日程第１２  議案第３３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第３３号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計予算を議題としま

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３３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３３号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計予算は、原案のと

おり可決されました 
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●日程第１３  議案第３４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第３４号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計予算を議題とします。 

 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３４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３４号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計予算は、原案のとお

り可決されました 

 

●日程第１４  議案第３５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第３５号 平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計予算を議題とし

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 平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計予算は、原案の

とおり可決されました 

 

●日程第１５  議案第３６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第３６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計予算を議題とします。 

 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） 
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 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３６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３６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計予算は、原案のとおり可

決されました 

 

●日程第１６  意見案第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 意見書案第１号 看護師・介護職員等の大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医

療・介護、地域医療の充実を求める意見書についてを議題といたします。 

 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） 

 意見案第１号 看護師・介護職員等の大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護、地域

医療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２４年３月９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１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、意見案第１号 看護師・介護職員等の大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・

介護、地域医療の充実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。 

 



 249

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 ただ今可決されました、意見書案第１号の提出先並びに内容の字句等ついては、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。 

 

●閉会宣告 
○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２４年第２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１２時０５分 
 


