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平成２４年第８回清里町議会定例会会議録（９月１２日） 
 
平成２４年第８回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 
 
１．応招議員は次のとおりである。 
    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 
    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 
    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 
    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 
    ５番 畠 山 英 樹   
   
２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 
 

３．出席議員は次のとおりである。 
    出席議員は応招議員に同じである。 
 
４．欠席議員は次のとおりである。 
    なし 
 
５．遅刻議員は次のとおりである。 
    なし 
 
６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 
 
７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 
    町       長   櫛 引  政 明 
    教 育 委 員 長   二 俣    勝 
    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 
    出 納 室 長   小 貫  信 宏 
    教 育 長   村 上  孝 一 
    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 
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    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。 
   報告第 ２号  平成２３年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 
   同意第 ４号  清里町教育委員会委員の任命について 
   同意第 ５号  清里町教育委員会委員の任命について 
   一 般 質 問  （６名 ７件） 
   議案第５０号  平成２４年度清里町一般会計補正予算（第４号） 
   議案第５１号  平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 
   議案第５２号  平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
   議案第５３号  平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
   議案第５４号  平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 
   議案第５５号  平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
   議案第５６号  平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号） 
   認定第 １号  平成２３年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ２号  平成２３年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ３号  平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 
   認定第 ４号  平成２３年度清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 
   認定第 ５号  平成２３年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 
   認定第 ６号  平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 
   認定第 ７号  平成２３年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について 
   意見案第７号  森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書について 
   発議第 ２号  議員の派遣について 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 
 ただ今から、平成２４年第８回清里町議会定例会を開会します。 
 ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

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

定により、議長において５番 畠山英樹君、６番 澤田伸幸君を指名いたします。 

 
●日程第２  会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 
本件について、議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員会委員長 澤田伸幸君。 
 
○６番（澤田伸幸君） 

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

から判断して、本定例会の会期は本日より９月１４日までの３日間とすることが適当と思いま

す。以上が、議会運営委員会の結果でございますので、報告いたします。 
 
○議長（村尾富造君） 

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

ありませんか。 
（「異議なし」）との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月１４日までの３日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。事務局長に報告させます。議会事務局長。 
  
○議会事務局長（柏木繁延君） 

 議長諸般の報告５点について、ご報告申し上げます。 

 ８月２３日札幌市において開催されました、北海道町村議会広報研修会に、池下議員、前中

議員が出席されました。９月１日から５日まで、中国上海、台湾、北京、台北で実施されまし

た、清里焼酎販売促進活動に田中副議長が出席され、北海道物産展及び上海市内マーケティン
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グ及び商談に参加されたところであります。その他、会議・行事の報告については、記載のと

おりであります。 

 ２点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況であります。記載の内容について、会議

が開催されたところであります。 

 ３点目、平成２３年度清里町教育委員会の活動状況における点検・評価報告書の提出につい

て。地方行政の組織及び運営に関する法律第２７号の規定により、別冊のとおり教育委員会よ

り報告書が提出されたところであります。 

 ４点目、例月現金出納検査の結果について。平成２４年７月分、平成２４年８月分の例月現

金出納検査について実施されたところであります。４ページ、５ページに記載のとおり、いず

れも適正であるとの報告でありました。 

 ５点目、平成２４年第８回清里町議会定例会の説明員等の報告について。６ページの記載の

とおりになっておりますので、ご参照ください。 

 以上、議長諸般の報告について終わります。 

 
○議長（村尾富造君） 

 これで議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、町長の一般行政報告を申し上げます。 
 まず、大きな１の主要事業報告についてでございます。１の国際交流姉妹都市モトエカ町へ

の表敬訪問についてでありますが、平成７年に国際姉妹都市として承認をいたしておりますモ

トエカ町におきまして、今年度の高校生の海外派遣研修事業の訪問に合わせまして、姉妹都市

交流の継続と高校生の海外派遣研修事業の受入れ並びに交換留学生の派遣、そして両町の町民

相互の交流及び芸術文化交流活動に係る一層の進展を目的としまして、今般表敬訪問を行うも

のでございます。また、随行職員として総務課主幹の同行を予定しております。なお、訪問に

あたっての日程でございますが、９月２４日より３０日までの７日間を予定しております。モ

トエカ町への公式訪問につきましては、先に訪問いたしております高校生と２６日に合流いた

しまして、モトエカ高校をはじめ市内における各施設の視察と歓迎交流会、２７日にはタスマ

ン地区地方議会の視察と議員との懇談会が予定をされております。２８日には帰路、子供たち

と共にウエリントン市内の視察を行い、３０日に帰町する予定となっております。 

 続きまして、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。１点目の議決工事の進捗

状況につきましては、２ページをお開きください。まず、平成２４年９月１日現在における平

成２３年度繰越工事の進捗状況でございます。光岳小学校屋内改築工事につきましては、記載

の工期、工事内容により実施がされておりまして、進捗状況につきましては、躯体工事が完了

し、内外塗装工事の施工中であります。進捗割合では６０％となっております。次に同じく、

平成２４年９月１日現在における平成２４年度工事の進捗状況でございます。農林水産直売・
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食材提供供給施設整備工事につきましては、記載の工期、工事内容を実施いたしておりまして、

進捗状況におきましては、基礎躯体工事の施工中でありまして、進捗割合は９％となってござ

います。次の、公営住宅建設工事につきましても、記載の工期、工事内容により事業を実施し

ているものでありまして、基礎躯体工事が完了し、１階部分の躯体工事の施工中でございます。

進捗割合は２４％となっております。 

 次に２点目の、農作物生育状況についてであります。３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、過日、農業改良普及センターより９月１日現在における清里町の作

況調査の結果について報告をいただきましたので、ここにご報告をさせていただくものでござ

います。作物ごとの生育状況について申し上げます。秋まき小麦、春まき小麦につきましては、

収穫が終わってございますが、収穫の遅速では秋まき小麦では６日遅れ、春まき小麦につきま

しては１日遅れとなっております。次の馬鈴薯でありますが、じょういも数、じょういも１個

重では若干平年を下回っておりまして、生育で言いますと１日遅れとなっております。生育で

は圃場間の格差が目立つとのことでございます。また、９月５日から澱粉工場の操業が開始さ

れており、収穫初期となっております。続きまして、てん菜でありますが、今週が平年並みで

ありまして、生育の遅速では１日遅れとのことでございます。てん菜につきましても、圃場間

の格差が目立つとのことでございます。次に、大豆でありますが、作況数が平年より大きく下

回っております。生育の遅速で５日遅く、依然として生育遅延の状況となっているとのことで

あります。続いて、小豆につきましても、作況数が平年より下回っておりまして、生育の遅速

は５日遅いとのことであります。小豆におきましても、依然として生育遅延の状況となってご

ざいます。次に玉ねぎにつきましては、球形はほぼ平年並みであり、生育の遅れは１日遅れと

のことでございます。枯葉期の終盤となっておりまして、収穫作業はほぼ順調に推移している

とのことでございます。次に、サイレージ用とうもろこしであります。稈長及び葉数共に平年

並みでありまして、生育の遅速は３日遅れ、糊熟初期とのことでございます。とうもろこしに

つきましても、生育の圃場間でも格差が大きく、軟弱徒長傾向にあると報告がされております。

最後の牧草でありますが、調査時点におきまして、２番草の収穫が始まっておりまして、正確

な計測は行われていないとのことですが、目視によりますと生育は平年並みとのことでありま

して、収穫作業も順調でございます。 

 続きまして、大きな３の主な会議・行事等の報告であります。１ページにお戻りいただきた

いと思います。まず、第３３回ふるさと産業まつりについてであります。９月１日、２日の両

日にわたり、清里市街並びに緑ヶ丘公園において開催がされております。１日はふるさと産業

まつりの前夜祭行事といたしましてじゃがいも踊りが行われ、町内外より４７０名を超える

方々の参加をいただき、盛会裏に開催されたところでございます。また、じゃがいも踊りの終

了後には花火大会と交流ビールパーティーが開催されまして、多くの町民の皆さんの参加をい

ただいたところでございます。翌２日は、ふるさと産業まつりの本番でありまして、当日は気

温が３０度を超える残暑の中で、協賛行事の第３４回斜里岳ロードレースのスタートと同時に

開会をいたしたところでございます。各種特産品の販売コーナー、でんぷん団子等の飲食コー

ナー、焼肉コーナー、展示コーナーそしてツリーイングの体験、子供広場など、町内外より多

くの出店をいただき、盛会に開催がされております。来場者は７千人と推計がされております。

特に本年におかれましては、管内の商工会連合会青年部の皆さんによる出店と、チャリティー

オークションが行われ、オークションの代金のすべてを清里町の社会福祉協議会にご寄付をい
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ただいたところであります。また、ＨＢＣのラジオの公開放送では歌謡ショーが行われており

まして、盛会裏のうちに終了いたしております。出店及び参加、ご来場いただきました多くの

皆さんに、改めてお礼を申し上げる次第であります。次に、清里消防団防災訓練についてであ

ります。９月９日、緑ヶ丘公園にて行われております。雨降りの中ではございましたが、町内

外より多くのご来賓の方々のご臨席をいただく中、消防団員をはじめ、町民の皆さん約２００

名の参加をいただき、地震災害を想定した訓練が実施されまして、消防団員による救出救護、

消火訓練、町民の皆さんによる非常食の炊き出し訓練、煙体験、応急手当講習などの各種の訓

練が所定どおりに行われたところでございます。 

 以上を申し上げ、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。 

 
○議長（村尾富造君） 
 澤田伸幸君。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 主要事業の町長の報告のところで、姉妹都市のモトエカ町の表敬訪問ですが、平成７年から

の交流の再確認ということで進めてまいって、今回訪問するということなのですが、この主要

事業の報告の中で、この後の総務費の中で随行職員を含めて９１万８千円の補正が決定してい

ない段階で、このような報告という形というのは、ちょっといかがなものかなと。行ってきて、

１２月なり次の議会でこういうことで行って来ましたという報告なら良いのですけども、まだ、

補正が通っていない中で、こういう書き方はいかがなものかなと思って質問したのですが。そ

の点についてお願いします。 
 
○議長（村尾富造君） 
 町長 櫛引政明君。 
 
○町長（櫛引政明君） 
 本件の主要事業のことでございますが、表敬訪問はこれからの事業になります。報告であり

ますから、終わってからと言います議員のご指摘はその通りかと思いますが、今般９月２４日

から１週間ほど不在にするということもございましたので、事前にその内容についてご報告を

申し上げて、ご理解をいただきたいという思いで報告をさせていただきましたので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 
○議長（村尾富造君） 
 澤田伸幸君。 
 
○６番（澤田伸幸君） 
 補正もあるということなので。今後は町長不在の時は前もって報告と言うか、そういう１週
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間もいないとかは今まであまり無かったのですが、そういう報告はなされるのか、お伺いした

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） 
 ものにもよって、その都度対応させていただきたいと考えておりますが、基本的には海外と

いうことになれば、すぐに対応ができないということもございますので、原則的には報告をさ

せていただきながら、進めさせていただければと考えております。ですから、例えば１０日不

在にしても国内であれば、いつでも対応ができるような状況にありますので、そういうような

場合については、報告でありますから原則として終わったことの報告という形で進めさせてい

ただければ。また、事業関係においても、花と緑と交流の事業関係については、当初の段階で

１年間の行事を報告させていただいて、事業を進めさせていただいているというような事例も

ありますので、それぞれの中において、判断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） 
 澤田委員長に引き続き、同じ項目についての基本的な考え方についてお尋ねをしたいと思い

ます。町長の答弁で、意味合いは良くわかりますが、基本的に予算執行の決定がなされていな

い段階における事業の報告というのは、ちょっとおかしいのではないでしょうか。この問題は、

補正予算が提案された総務課からこの事業の中で、総務課長の答弁、あるいは町長がその時に

発議をして、こういう形で具体的に行ってきますと、このことが本来の正しいことであり、町

長一般行政報告の内容からしてみて、澤田議員が言っていましたとおり、国外に出る関係と事

業関係なので、このとおりですという進め方は、言葉が悪いかと思いますが、言い換えると議

会を軽視している。予算の執行にあたって軽視しているという捉え方にもつながり兼ねないと

いうことを十分気を付けて、今後とも行政執行に取り組んで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） 
 本件については、町長一般行政報告でありまして、先ほども申し上げましたように、基本的

に報告ですから、終わった行事ということにはなりますが、諸般のいろんな課題を含めながら、

そこは判断を私の方でさせていただき、報告をさせていただいたものでございます。本件につ

いての予算の計上と議決につきましては、最終的には本会議での議決は当然でありますけども、

今までの委員会の中においても、このお話は事前に計上させていただく旨を進めながらきてお

りますので、そのような中においての一連での報告ということで、ご理解をいただきたいと思
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います。 
 
○議長（村尾富造君） 
 加藤健次君。 
 
○４番（加藤健次君） 
 くどくどとあまり言いたくはありませんが、事業報告ではありません。事業予定あるいはそ

ういう内容について、この一般行政報告の始まる前において、事業についての予定を報告しま

すというのであれば良いですけども、あくまでも事業報告ですから。その辺よろしくお願いい

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） 
 今後、そういうことのないように気を付けながら、進めていきたいと思います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

  これで質疑を終わります。 

 これで町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 村上孝一君。 
 
○教育長（村上孝一君） 
 教育長一般行政報告を申し上げます。 
 大きな１．主な会議・行事等の報告であります。１点目、清里町学力向上推進会議について。

文部科学省の「確かな学力の育成にかかる実践的調査研究」について、全道３カ所の一地区と

して清里町が指定され、推進校として清里小学校及び清里中学校が指定を受けました。８月２

３日には、具体的な取組みを協議するため、各学校から校長及び担当教諭、そしてオホーツク

教育局から指導を受けて、学力向上推進会議が開催されました。指定を受けて、家庭学習の定

着化など、一層の取り組みを進めているところでございます。２点目、高齢者合同運動会につ

いて。９月７日、トレーニングセンターおいて、町内老人クラブ７団体並びにことぶき大学生、

合わせて１２７名が参加して、レクリェーション競技を中心にした合同運動会が実施されまし

た。３点目、中・高連携推進会議について。９月１１日、中学校と道立高校の連携を強化する

ことにより、学力向上や部活動の推進、併せて清里高校の取り組みの理解をより深めるため、

管理職の他、一般教諭も含めた中高連携推進会議を初めて開催いたしました。 
 大きな２．教育委員会の開催状況であります。第５回教育委員会は、８月２９日に開催され、 
審議された案件は、「平成２５年度に使用する小学校・中学校の教科用図書の採択について」、
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並びに「平成２３年度清里町教育委員会点検・評価報告書について」であります。 
 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  報告第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 報告第２号 平成２３年度清里町健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

てを議題とします。 
 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 
 ただ今上程されました、報告第２号 平成２３年度 健全化判断比率及び資金不足比率の報告

について、ご説明申し上げます。 
 本件につきましては、地方公共団体の財政健全化に関する法律の規定により、監査委員の意

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

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

「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」及び「将来負担比率」並びにその算定の基礎とな

る事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて、当該健全化判断比率を議

会に報告し、かつ、公表しなければならないとするものであります。また、同法第２２条第１

項におきましては、公営企業を経営する地方公共団体の長は、同じく「資金不足比率」につい

て、議会への報告及び公表について規定いたしております。この法律につきましては、平成１

９年に公布され、議会報告と公表については、平成２０年度から施行されております。なお、

清里町における「健全化判断比率」につきましては、４つの比率のうち、一般会計等における

「実質赤字比率」及び特別会計を含めた「連結実質赤字比率」は、共に黒字決算となっており、

比率は算定上生じておりませんので、数値は入っておりません。また、標準財政規模に対する

実質的な地方債の負担割合を示す「実質公債費比率」は１２．７％で、国の示している早期健

全化基準の２５％、財政再生基準の３５％を大きく下回っております。また、債務負担や一般

会計以外の会計の地方債償還負担見込みや、退職手当支給予定額等を含めた負担比率を示す「将

来負担比率」は４．９％となっており、早期健全化基準の３５０％を大きく下回るものです。

また、２つの公営企業会計につきましても、収支は黒字となり、資金不足は生じておりません。

次のページをご覧いただきたいと存じます。本ページは、監査委員からの意見書となっており

ますが、さらに議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。監査委員の審査意見は、記載の

とおり、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されていると認められる。なお、「健全化判断比率は、すべて早期健全化
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基準を下回っている。」としております。 
 以上で、説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 
                              （「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 

質疑なしと認めます。 
 これで、報告第２号 平成２３年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わ

ります。 
 

●日程第７  同意第４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 同意第４号 清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第４号 清里町教育委員会委員の任命につきまして、ご説明を

申し上げます。 

 本件につきましては、現委員の二俣勝氏、岡本芳憲氏のお２人が、９月末日をもって任期満

了となりますので、本議案において、新たに森田実氏を任命いたしたく、地方教育行政組織及

び運営に関する法律第４条第１項の規定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。法第４条第１項の規定につきましては、委員は市町村の被選挙権を有し、人格が高

潔で教育・学術及び文化に関し見識を有する方のうちから、議会の同意を得て任命すると、そ

うした規定でございます。森田実氏の履歴等につきましては、次のページに記載しております

ので、ご覧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１０月１日から

平成２８年９月３０日までの４年間でございます。 

 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。 

 本件については、議会先例により討論を省略します。 

 これから、同意第４号を採決します。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。 
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 したがって、同意第４号 清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

 

●日程第８  同意第５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 同意第５号 清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 
○町長（櫛引政明君） 
 ただ今上程されました、同意第５号 清里町教育委員会委員の任命につきまして、ご説明を

申し上げます。 
 本件につきましても、先の同意第４号議案でご説明申し上げました、現委員の２人が９月末

日をもって任期満了となりますので、本議案におきまして、新たに岡本英明氏を任命いたした

く、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に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。なお、法律第４条第１項の規定につきましては、先ほど

ご説明をさせていただきましたので、ここでは省略をさせていただきます。なお、岡本英明氏

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

任期につきましては、平成２４年１０月１日から平成２８年９月３０日までの４年間でござい

ます。 
 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。 
 本件については、議会先例により討論を省略します。 
 これから、同意第５号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、同意第５号 清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 
 

●日程第９  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 一般質問を行います。 

 

 



12 

 発言を許します。池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 先に通告いたしております、地域振興対策のあり方について、３点にわたり町長の見解をお

伺いいたします。なお、質問にあたっては、できる限り簡潔に行っていきたいと考えておりま

すので、町長答弁にあたっても質問事項に対してのみ的確に、かつ手短に答弁いただき、一問

一答の中で十分に討議できるようお願いいたします。 

 さて、櫛引町政もスタートいたしまして早１年半が経過し、１年目の慣らし運転も過ぎまし

て、平成２４年度は当初予算の初めから自分自身で組む本格的予算であり、公約とされた庭園

のまちづくりに向け、町民並びに職員に対して積極的なリーダーシップを発揮されると期待し

ておりましたが、６月の定例会での前中議員の一般質問の答弁でも、平成２５年度からの事業

の取り組みと、そういう答弁、また、今回の９月定例会前の常任委員会に対しても、職員プロ

ジェクトでの取り組みや、推進方策の具体的な提案もなされないなど、町長自身のイメージ先

行の空回りだけが目立ち、スピード感に大きく欠けているという印象を持たざるを得ません。 

 一方で、本年８月末の清里町の人口もいよいよ４,５００人を割り込み、人口減少に歯止めが

かからない。さらに商店街の状況を見ても、店舗出店等支援交付金事業等を展開しております

が、閑散とした状況が続き、店主からは、「昨年より赤字」、また「利益が上がらない」等の

声が聞こえるとともに、町長が出席している自治会との町政懇談会の場でも、「庭園のまちづ

くりで飯が食えるのか」、また「一方的に自分の考えや思いを話すばかりで町民の声に耳を傾

ける姿勢に欠ける」など、厳しい声が出ているように私も聞いております。また、商店街ばか

りでなく、指定管理者が変更となった緑清荘、使用料の減免措置に至ったレストハウス、さら

には決算資料で示されている斜里岳登山客等の状況を見ても、私は当事者ではありませんので

正確な情報はつかみ切れておりませんが、どう見ても利用客や入込み客が増えている状況には

なっていないと受け止めております。 

 また、定住団地の販売についても、１４戸のうち７区画が売れたと言いながら、実際は町外

者は１人もいないという状況になっております。 

 こうした状況を、町長はどのように受け止め、評価しながら、庭園のまちづくり構想を進め

ようとしているのか。 

 まず、第１点でもあります、地域活性化の基本的方向について、庭園のまちづくりが直接的

に清里町の今置かれている現況や課題に対する施策として、緊急性や課題解決の最優先事項な

のか、大きく疑問を感じているのは私だけでしょうか。庭園のまちづくり構想の具体的展開が

いまだ見えない中、雇用の創出や地域活性化の具体的展開にどのように結びつけていくのか。

さらに、結びつく具体的の施策があるのか。地域経済の現況認識もふまえた中、町長の見解を

お伺いいたします。 

 ２点目は、第４次行財政改革大綱と財政運営についてであります。先の国会で問責決議の可

決により国会が空転いたしまして、特例国債法案が棚上げとなり、地方交付税がスムーズに地

方自治体に交付されるのか心配される時もありましたが、何とかこの問題は解決したようです。

しかし、地域福祉や雇用、産業を支える基盤は、将来見通しに立った財政運営が非常に重要と

認識しております。こうした中、清里町においては、平成２４年度から２６年度にわたる３カ

年計画の第４次行財政改革大綱が作成され、実行に積極的に取り組まれると認識しているとこ
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ろですが、残念ながらその基盤をなす財政運営については、少し物足りなさを感じているとこ

ろでございます。当然、今回の大綱は、第１次自立計画や第２次自立計画を受け継ぐ位置づけ

も兼ねていたと理解しておりますが、１次・２次自立計画においては、この自立計画の終盤の

ほうにどちらも載っておりますが、長期財政計画のシミュレーションが載っております。行革

の項目とともに中期財政計画が歳入・歳出とも具体的に示されておりますが、しかしなぜ、今

回の大綱の策定にあたっては、財政運営計画の基本中の基本であります中期財政計画が策定さ

れていないのか、必要性の認識がなかったのか、それとも作成はしたけども計画に織り込まず、

公表をしなかったのか。経過も含めて中期財政計画を樹立していない理由について、ご答弁を

お願いいたします。 

 また、先の常任委員会で、今年度の地方交付税の算定額が２６億円強と報告を受けておりま

すが、当初予算と比較しまして５億円以上の差が生じている実態にあります。選挙のある年の

骨格予算の編成でもない年度の当初予算である今年度の交付税予算額が、保留財源を考慮した

としても５億円以上低いのは、単なる事務的な見込み違いなのか。それとも意図的に年度内に

大型事業の補正を見込み、大きく財源を保留したのか。その理由を明確に説明していただきた

いと思います。 

 ３点目ですが、住民協働における行政支援及び職員の役割についてお伺いします。町長が町

政執行方針の中で掲げる「共生と協働で築くまちづくり」でありますが、行政支援という面で

考えると、財政的な支援の他に、町職員の地域担当員制度が、前橋場町政時代から引き続きあ

るわけですが、本当に機能していると考えておられるのか。また、今後も重要な施策として必

要な制度であると、町長はじめ職員自身も認識・評価しているのか、改めてお伺いいたします。

過去の予算委員会や決算委員会でも、幾度も話題になっている事項ではありますが、担当者自

身は年に１、２度、担当自治会の総会やレクリェーション等に顔を出す、また、町長の対話懇

談会に同席しているのが実態でありまして、自治会側からの制度に対する評価や期待が大きく

あるのか。まず、町長の見解をお伺いします。併せて、すでに制度的にかなりの時間が経って

おりますが、職員自身もこの制度の評価をどのように認識しているのか。これからも積極的に

今後のまちづくりに活かしていくことが必要と考えているのか。町長自身の捉え方をお伺いい

たします。 

 また、言うまでもなく、まちづくりにおいては町民自身の主体的な取り組みとともに、職員

が果たす役割というのが何よりも増して重要と認識しております。町長に就任以来、町長自身

は若手の職員からベテランの職員にいたるまで、円卓会議等を設けるなど、積極的に対話に努

めているとお聞きしておりますが、私の耳に入ってくる限りではあれもこれもと範囲が広い話

ばかりで、一方では現在の仕事をこなすのに精一杯で、新たな事業や企画に取り組む余裕がな

いなど、職員全体に覇気が欠け、疲れているようにも見えます。言い方を変えれば、あまり余

計なことはしたくないというような雰囲気を感じるところがありますが、町長自身は現状の職

員の職務に対する姿勢を、どのように捉えておられるのか、この機会にお伺いしたいと思いま

す。私自身といたしましては、職員のやる気に大いに期待するものであり、そうした環境づく

りが今、必要とされているのではないかと。現状のままで十分と、町長自身は認識されている

のかを、併せてお伺いしたいと思います。 

 以上、この３点について、答弁をよろしくお願いいたします。 
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〇議長（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、地域振興対策のあり方についての３点につきまして、お答

えを申し上げます。 

 １点目の、地域活性化対策の基本的方向性についてであります。ご案内のように、本町を取

り巻く社会経済環境は非常に厳しいものがございます。そうした中、本町におきましては、第

５次清里町総合計画を基本に、まちづくりの基盤整備や地域経済の活性化、さらには、健康づ

くり、子育て支援、人づくり、そして、町民参加と協働・共生・共創のまちづくりの重点事業

として取り組んでいるところであります、花と緑と交流のまちづくり事業など、すべての分野

におきまして、地域の活性化に向けた各種の振興施策を進めているところでございます。具体

的な分野ごとの活性化施策につきましては、「清里町のことしの仕事」の中で説明されており

ますので、省略をさせていただきたいと思いますが、第５次総合計画に清里町の将来像として

掲げております「人と自然がともに輝き躍動するまち」を実現するため、花と緑に包まれた豊

かな自然環境や、美しい景観を、町民共有の財産として保全するとともに、ゆとりと潤いのあ

る快適な生活環境を整備し、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進すると、このように方

向性が示されているところでございます。つきましては、第５次総合計画で掲げました、各分

野における基本目標と実施計画の推進はもとより、清里町の将来像をより具体的に表現し、実

践する計画として策定推進を進めております、「庭園のまちづくり構想」の推進と合わせなが

ら、庭園のように花と緑と景観にあふれた美しい親しみのある、そして、潤いのあるふるさと

清里町の創造をめざしてまいりたいと考えているところでございます。ご指摘のありましたよ

うに、花緑を見て腹が一杯になるのかと、端的な質問でありますが、決して私はそれのみを推

進すると言っているわけではありません。第５次総合計画の主旨に基づき、それぞれの施策を

展開しているということでございまして、決して短絡的なことでその部分だけの推進に終わら

せるという考えは毛頭ございませんので、そこら辺について、ご理解をいただきたいと考えて

おります。具体的は施策といたしましても、平成２４年に子育て、また、健康づくり、それら

の施策を中心に、そして、商店街の活性化のための施策も新たな施策として展開をさせていた

だいている部分がかなり出てきていると、自分なりには考えているところでございます。 

 次に２点目の、第４次清里町行財政改革と財政運営についてであります、第４次の行財政改

革につきましては、平成２４年度から２６年までの３年間を計画期間として取り組むものであ

りまして、住民参加と協働・共生・共創のまちづくりの視点に立ち、限られた人員・時間・経

費の中で、住民の期待や要望に応えるサービスを実現するため、行財政改革大綱に示された推

進項目であります事務事業の見直し、公共施設の管理運営の見直し、定員管理と人材の育成並

びに給与の適正化、地域共同の推進、行政の情報化の推進、財政運営及び財産管理の６項目に

わたり、全力で取り組んでまいる所存でございます。また、財政運営につきましては、厳しい

財政状況が続く中で最大限の行政サービスを提供できるように、中長期的な視点に立った計画

的な財政運営に努めてまいりたいと考えております。具体的には財政健全化判断基準が先ほど

報告されました。本町の財政運営はさっぱり中身が見えないというご指摘がありましたが、あ

の数字に出ている指標のとおりでありまして、決してわが町の財政が破綻しているとか、そう
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いう話ではなく、平均より上の状況の中で推移をさせていただいているというのが実情でござ

います。またその中で、昨年の財政収支の中で、最終的に基金が５億円増えております。これ

は、全体といたしましては５億円ですが、うち１億数千万円につきましては、農協との契約の

中で進めておりました、農業振興資金の原資を返還いただいて、従来の手法から利子補給制度

に切り替えたことによるその原資も大きく入ってきておりますので、実質的には３億円強と、

その程度であろうかと思います。これには先ほどもありましたように、今後における大型事業、

目先に迫っているそれぞれの事業がございます。そうした中で適切な運営管理と財政の健全化

をめざした中での一時的な積み上げをしたものでございますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

 また、具体的な第４次行財政改革大綱に基づく事務事業の見直し、コストの削減等の財政基

盤の強化に努めてまいりますし、事業の選択と集中を推進しながら、健全財政の堅持に今後と

も取り組んでいく所存でございます。また、中期的財政計画の中で、中期的な大綱の中にその

財政計画が示されていないというご指摘でございますが、この大綱というのは、基本的な理念

を申し上げていく６項目について、何に取り組んでいくかを決めていく部分でありますので、

その大綱の中には当然、記載されてまいります。実質的な実施計画と、そういう流れの中で健

全財政に向けた対応での取り組みということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に３点目の、住民協働における行政支援及び職員の役割についてであります。住民協働に

よるまちづくりにつきましては、平成１７年に策定され、すでに計画が終わっております清里

町自立計画、さらには平成２１年に策定され、本件についても終了いたしております第２期清

里町自立計画による、自助・共助・公助の補完性の理念を基本としながら、住民と行政がとも

に責任と役割を担うパートナーシップによるまちづくりを推進してきたところでございます。

また、第５次総合計画では地域主権型社会の構築に向けた、協働・共生・共創を基調とした自

立のまちづくりを推進することとされているところでございます。そうした中におきまして、

具体的な住民協働に係る施策といたしまして、地域担当職員制度、まちづくり出前講座、まち

づくり地域活動推進事業を主な事業として展開をしているところでございます。特にその中で

もご指摘をいただきました地域担当職員制度につきましては、自治会を中心とする担当地域に

おいて、職員によるまちづくり情報の周知や地域行事・活動などへの参加を通じ、地域の課題

や活性化に向けた取り組みをともにサポートさせていただきながら、地域の方々に顔を覚えて

いただくことによる効果と、職員自身の意識改革を図ることを目的に、制度をスタートさせて

いただいたものでございます。これらの関係についても、すでにかなりの年数が経過いたして

おります。制度の見直し時期に来ているのかなとも一面考えておりまして、町内的な地域ごと

の課題の解決に向けた地域の自主的な取り組みに対して、改めてもう一度、検証してみる必要

がある。そして、今後の制度のあり方について、調整会議などにおきましていろんな角度から

検討を加えていかなければならないという思いでおりますし、また、職員が実質的にこれらの

制度のかくあるべき方向性を現在検討いただいているところでありまして、そういう検討の中

から次の方向性を見出していければと考えているところでございます。基本的にはせっかくで

きた制度でありますから、有効な活用の中で個性的で活力ある地域づくりができるというよう

な制度として、この制度が確立をしながら進めていければと期待をいたしているところではあ

りますが、実質的な部分を含めながら、最終的に職員全体のご意見もいただき、全体的な行政

の進め方等を判断させていただき、決定させていただきたいと考えているところでございます。 
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 また、その中で、職員との円卓会議における職員の課題の件でございます。本件につきまし

ても、昨年の７月、８月に全職員との円卓会議を実施させていただいておりますし、また、今

年に入ってからも５月に懇談をさせていただいております。ざっくばらんに職場の風通しを良

くしようという思い、そして、職員の仕事に対する思いなどを私にぶつけてもらい、そういう

中から明日の清里町の方向性を考えていきたいということで、この会議を開催させていただい

ているところでございます。職員に至っては、自分の担っている仕事、それ以外の家庭的な環

境や職場環境などを通じながら、いろいろな意見が出ております。それらの意見に対しまして

も、その場で答えられるものについてはその場で答えておりますし、またそれ以外の部分につ

きましても、後日それらの考え方を報告させていただいております。庁舎の中の連絡等の事務

処理を行うシステムがございますので、その中でも報告をさせていただいているところでござ

います。そうした中から、まちづくりの新たな方向性として、取り組まなければならないとさ

れている事業につきましても、今後の中で具体的に取り扱っていきますという報告もさせてい

ただいておりまして、具体的に職員提案制度の再活用だとか、事務改善委員会の立ち上げ等に

ついても今後進めていくという報告もさせていただいております。職員との具体的な課題につ

きまして、ざっくばらんにお互いに意見が言える、そういう立場の中から、少しでも全体のま

ちづくりにつながる施策が生まれてくればという思いでございまして、全員にこれらの考え方

を伝え、フィードバックをしているところであります。先ほどのご指摘の中で、町長が１人で

空回りをしているのではないかということであるかもしれません。いろんな課題がたくさんあ

ります。次々と出てくる課題を的確に一つ一つ解決していくのが最も適切でありますが、多く

の課題がありますので、並行して進めていかなければならないということもたくさんあります。

そうした中には、どうしても時間的に遅れるような課題もたくさんありますので、今しばらく

時間をいただきながらともに前向きに進めていけるようなまちづくり、そして、職場環境改善

に努めていく所存でありますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 まず、地域活性化の基本的方向について、再質問させていただきます。 

 地域の活性化を支える基本は、経済や雇用にあると認識しております。厳しい経済環境の中

で、町民一体となって活性化に取り組むことが必要との認識は、町長、議会、さらには町民も

等しく思いは同じではないかと認識しております。しかし、町長が公約された庭園のまちづく

り構想、町長自身がいつも説明されておりますが、総合計画をもとに横断的に整理したイメー

ジと。この言葉どおりに、今いろんな事業があるからなかなか前に進まないという話もありま

したが、実際に町長になられてから１年半が経ったのです。今日においてもずっと答弁はいつ

も同じで、イメージばっかりなんですよ。具体的な施策や事業を通して、どういうふうに地域

経済の活性化や雇用の確保、また定住、交流人口の確保に結びつけていくのかが見えてきてい

ないと、私も思いますし、町民の方も正直な気持ちでないかと考えております。町民が求めて

いるのはイメージではなく、具体的な経済の活性化や雇用でありまして、いつ、どのような形
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で町民にこれを提示し議論するのか。また、具体的な経済活性化や雇用にどう結びつけるのか、

手法を示していただきたいと思いますが、これについて答弁をよろしくお願いします。 

 

〇議長（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。再答弁をさせていただきたいと思います。まちづくりの基本

になるのは地域産業の振興であり、これは当然のことであります。この基盤がなければ生活の

基礎がなり得ないということでありまして、これらの関係につきましては、従前と同じように

しっかりと対応をしていかなければならないと思い、そういう展開をさせていただいていると

ころであります。 

 そうした中においての私が掲げております、庭園のまちづくりの関係であります。これは従

来から申し上げておりますように、基本的には第５次総合計画の中に網羅されている全体的な

事業を、そして、そこ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」を具現化するために、具体的な展開の方向としてわかりやすく表現をさせていただいたの

が「庭園のまち 清里」であります。それに向けてそれぞれの事業を先ほども言いましたよう

に、第５次総合計画に出ている事業を中心としながら取り組んでまいる所存でありますが、こ

れらの具体的方向性が見えないというお話でございます。私としてはこれらの計画を含めなが

ら、この中には重点計画として「ふるさとの森づくり」「豊かな田園づくり」「花と緑のまち

づくり」「ふれあいの散歩道」と、こういう景観・環境を中心とする展開をこの事業の中でや

っていきたいと考えておりますし、当然に花と緑と交流のまちづくりの事業も併せて展開する

中に、第５次総合計画で関連する各分野で、地域づくり計画として、また活力づくり計画とし

て策定されております「健康づくり総合支援対策」「次代をつくる子育て支援対策」「学び続

ける学校支援対策」、そして、活力づくりの中で提案されております「まちづくり地域活動交

付金事業」「地域資源活用促進支援事業」、これらを展開しながら事業の方向性を見出してい

きたいという計画の内容でございます。 

 今までもこれらの関係は、それぞれの計画の中で取り扱いがされてきたいところであります

が、それを一体的な部分としてわかりやすく、端的に言えば「清里町の特産品は何ですか」と

言うと、「清里は焼酎です」と言えるような、そういうイメージとして、「清里町はどういう

町ですか」、「本当に環境がきれいな住みやすい庭園のまちみたいな所なんですよ」と表現で

きるような施策として、この計画を進めていきたいということでありまして、この中にはくど

いようでありますが、総合計画の基盤をそのまま推進していくというものでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 以上であります。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 
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 それでは、ここで具体的な事業を例示しまして、地域活性化の進み具合や手法について、お

伺いします。 

 町長は具体的な事業としまして、清里町と札弦パパスランドの間の道道２カ所のビューポイ

ントパーキングと、上斜里フラワーロードから緑までコスモスや桜並木を植えるという構想を

話されておりましたが、これにつきまして、土地の所有者、また農協、地域の関係者と具体的

な協議や相談を進められているのか。そのテーブルとか受け皿は作られているのか。その辺い

かがですか。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 庭園のまちづくりの中で、部分的な事業として展開をしていきたいと打ち出しております、

清里から札弦までの花の街道、そして、その途中における景観スポットでの駐車帯の整備など

の関係でありますが、今年も一部設置をしてきておりまして、ご承知かと思いますが、光岳小

学校から清里に向かって、一部コスモスを入れていただいたということで、昨年の暮れに自治

会の皆さんに、そういう計画で進めていきたいとお話をさせていただきました。暮れでしたの

で随分遅かったので、種の手配などいろいろありますし、作物のほ場としての作付計画がもう

すでにできておりましたので、その中でも協力をいただいて、一部を進めてきたという部分が

ございます。遅い時期でしたので、「今年はできないが、来年からまた検討していこう」と、

来年の取り組みについてお話をいただいている自治会等もございますので、そういう中で来年

度は整備をさせていただきたいと思っております。 

 また、駐車帯等の具体的な展開でありますが、札弦から清里にかけて、斜里岳を背景として

本当に田園景観がすばらしい所でございます。ぜひ、その中に景観駐車帯をということで、道

道でありますので、網走の旧土現の管理課に出向きまして、これらの計画を相談させていただ

いておりまして、現在１カ所については、設計を入れる段階まで入ってきております。あくま

でも道道としての設計になりますので、それらが出てきますと一連の面積等が出てまいります

ので、それらを持ちまして、地域とも具体的に箇所等の相談をしていきたいと考えているとこ

ろであります。 

 また、それ以外の桜並木とかについては、まず土地の使用の関係でいきますと、道道周辺と

なりますと、先ほど言いました網走の旧土現とお話をしなければならないとういことで、これ

らの関係も札弦から緑にかけての道道とＪＲ線の間が結構な間があるものですから、それらに

ついても道道側にお話をさせていただいているところであります。ただ、これらにつきまして

は、背の高くなる木は勘弁してほしいとか、いろんな話になっておりますので、これからいろ

んな部分で、また協議を加えていきたいと考えている次第でございます。 

 以上、具体的な取り組みとして進めている部分についての説明をさせていただきました。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

 今、答弁を聞いておりまして、ちょっと思ったのですが、地域関係者と具体的な話をしてい

るということなのですが、個人的な土地の所有者とは、やはり同じくそういう話をしているの

ですか。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほどのコスモスの関係については、自治会を通じながら、土地は当然個人になりますので、

個人の方々と併せてお話をさせていただいておりまして、先ほど言いました、札弦の学校から

清里に向かって大した距離ではありませんが、何百メートルかについては、それぞれ個人の方

との最終的なお話の中で、今年の春から設置をして今が花ざかりであります。ぜひ、見てあげ

ていただければと思っております。 

 ただ、景観駐車帯の関係については、概ねの考え方で進めておりましたので、具体的な個々

のところまでは話が及んでおりません。但し、自治会を通じながら、そういう駐車帯をこの地

帯に設けていきたいというお話はさせていただいておりますが、具体的に個々の所有者と、こ

の土地ということでのお話はまだ差し上げていないのが実態であります。と言いますのは、今、

設計が最終入ってまいりますので、その設計に合わせてどの土地をということもありますので、

そこら辺が何もない中でお願いしますというわけにもまいりませんので、それと並行して進め

ていきたいと考えております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の町長の答弁を聞いておりますと、１年半経った段階でこの状況だということをふまえた

ら、今の進み具合を考えると、これは何年かかるのかと。そう聞き取れます。現在まで花緑事

業をずっとやってきましたが、実態は管理に苦労していると。２線道路沿線だけでなく、正直

言って疲れたという町民の方もいっぱいおります。そんな中で庭園のまちづくり構想を町長が

打ち出したわけですが、実際にその施策で経済・雇用に具体的に結びつけることが、本当に可

能なのかと私は疑問なんですが、町長はそういうふうに思っていないから打ち出しているので

しょうけれども、再度、その辺をお伺いしたいのですが。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 これは基本的なまちづくりの方向性についての話でありますので、今、この方向性が今年言

って、来年できあがって万々歳と、そういう形にはならないと私は思っております。この花と
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緑と交流のまちづくりを進めてきた中においても、もうすでに１０年以上経過をすると。そう

いう時間の経過が必要だと私自身は考えております。そして、その前段には、コスモスロード

も平成５年からずっと続けてきた、こういうまちづくりが一つの清里町の方向性になっている

ということで、これが即、経済がどうだ、雇用がどうだということではありませんが、そうし

たまちづくりを進めることによって交流人口が増えたり、新たな人の入込みが出てきたりとい

うような効果も含めながら、そして、そこに住む人方がまず何と言っても住みやすい環境、自

分達が住んでいることが誇れる環境をともにつくり上げているということが、最もこれからの

まちづくりには必要になってくるのではないかと。先ほども言いました、町の基盤となる産業

の振興はもちろんであります。この施策と合わせながら人づくり・教育・子育てというものを

トータルとして配置をしていきながら、全体の町の方向性を決めていく、進めていくのがまち

づくりの方向性だと、私は理解をしている次第であります。具体的な経済効果がうんぬんとい

うことだけでないと。それよりも、人づくり・環境づくりなどの中でのトータルとしてのまち

づくりで、ご理解いただきたいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 それでは２点目の、地域活性化と財政の関係について、質問させていただきます。 

 昨年に引き続き、大型の建設事業を進められておりますが、地域雇用や資材調達等において、

地域に対する経済波及効果がどの程度生じているのか。一般町民的には下請けや資材調達等、

町内における経済効果は、ほとんどないのではないかと懸念している向きもありますが、町長

自身の認識をお伺いいたします。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 平成２３年、平成２４年における、それぞれの事業の展開と地域経済の関係でございます。

基本的には全体のまちづくりの観点から、それぞれの事業を推進させていただいているところ

でございます。特に、その中でも大型で目立った事業といたしましては、現在進めております、

パパスの建設工事、それから一昨年に完了いたしました札弦センターの工事、そして今、立上

げを進めております光岳小学校の屋内体育館の建設工事、それと、清里地区においては町民会

館、また緑清荘の事業、そして公営住宅の建設、さらには４線道路・３線道路等の道路の整備

事業など、こういうものが今現在、またここ数年のうちに大型事業として実施したものでござ

います。これに係る事業が最も大きかったわけでありますが、現実問題として、これらは地域

には貢献がなかったのではないかというお話でありますが、決して私はそうは思っておりませ

ん。それぞれの手続きに基づいて、その事業が地元で請け負われたものもありますし、それ以

外もありますが、現実問題としてそこで働く方々が清里に来て、清里に泊まりながら仕事をし

ていきますし、資材の発注・購入関係においても、可能なものについては地元で調達をしてい
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ただけるようにというお願いを含め、やってきておりますし、特に備品器具・機材関係につい

ては、原則的には地元での発注方式を町として取っておりますので、そういう部分を含めて、

相当な経済効果が見込まれたのだろうと期待しております。それは、経済効果のためだけに事

業をしたのではなく、まちづくりの全体事業としての必要性から、事業として展開されている

ものですので、そこら辺も含めながら、トータルとしてのご理解をいただければと思っており

ます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 先ほど前段で、私は自立計画のシミュレーションを見せまして質問いたしましたが、事業と

いうのは長期的な財政シミュレーションができて、また、そんな中５カ年の中期的な財政の問

題があると思うんですよ。今回、中期的な財政計画が策定されていないということであれば、

こうやって大型の建設事業が次々と実施されておりますが、起債の償還や運営管理費等の見通

しを明確にした中、具体的に建設事業を行うことが必要と考えますが、何もシミュレーション

がなくて、大型事業をやっていって大丈夫なのかという思いもありました。 

 ただ、今議会の冒頭、我が町の財政はいたって健全であると聞きましたが、やはり少なくと

も、総合計画の前期５カ年に見合った中期計画が必要であると。さらに、総合計画期間である

１０カ年に適合した長期財政計画を、早急に議会と町民に示すことが急務だと思うのですが、

町長、いかがですか。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 財政計画の関係でありますが、基本的に先ほど申し上げた事業関係については、ほとんどが

第４次総合計画の後期計画に掲載されている事業でありまして、その事業もたまたま年次計画

で実施されますから、着工年度が２２・２３・２４とかかってきている部分がございまして、

それらの背景については、第２期自立計画の中で長期シミュレーションがされ、２５年の計画

は、策定の時期が５年なり、３年なり、かなり経っていきますから、その数字をもって議論す

るということにはならないかと思いますが、基本的な考えとしては、それらを飲み込んだ財政

的なシミュレーションとして整理がされていたものでございますので、これらについて、ご理

解をいただきたいと思います。 

 また、今回、行財政改革大綱に示されておりますのは、２４年から２６年までの具体的な対

応についての大綱でございまして、今年を含めて３年間の財政的なシミュレーションという形

の策定については、必要ないと判断いたしております。これは、中長期にわたる計画ですから、

改めてその部分でいくのであれば、その部分の計画として、第５次総合計画の中で使われてき

た手法もありますので、そういう中で検討させていただければ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。 
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〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 もうあまり時間もないようですので、次の質問をさせていただきますが、財政運営の面から

考えて大型事業として、先月臨時会で補正した再生エネルギーの利用について確認したいと思

いますが、町長は議員協議会等で、公共施設への利用による経費節減を説明しておりましたが、

まちが電気事業者となって直営で事業を実施し、運営するということを想定しているのですか。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 再生可能エネルギーにつきましても、まずはそれらが可能なのかどうかを調べてみないと判

断がつかないということから、今般、その可能性についての調査・事業について、補正でのお

願いをさせていただいたわけでございます。具体的にはその報告を参考にしながら、最終的な

判断をしていきたいと考えておりますが、可能性が十分にあるのであれば、全体のバランスを

含めながら、直営でやれるものであれば直営でやることも含めて検討していきたいと考えてお

ります。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 その話に関連してですが、最近私が聞いた話では、実は札弦町に民間の業者がメガソーラー

をやるという話を聞きました。民間が我が町に来ますと、大きく状況が変わると思うんですよ。

現在やっている調査に、本当に意味合いがあるのかなという気がするのですが、財政運営上、

全く影響が異なることから、町の基本姿勢を確認したいと思いますが。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 札弦地区における企業による進出でありますが、太陽光を使った発電の企業が、札弦におい

てこれから事業を展開したいというお話を聞いております。つまりは、そういう企業が来ても

採算が取れなければ、当然企業ですから、出てこないということでありますので、たぶん採算

性の取れる事業内容での展開をされるのではなかろうかと思っております。 

 そうした中で今般、清里町が実施する再生エネルギーの可能性調査については、太陽光だけ

ではありません。太陽熱・小水力・バイオを含め、その中で検討させていただくということで
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ございます。 

 ただ、一つ懸念されますのは、先にその太陽光のメガソーラーが来て、そこで設置をされる

となれば、そこに係る送電線に対する考え方は変わってくるかなと思っております。と言いま

すのは、送電線の能力によって、設置するソーラーの能力が変わってくると聞いておりますの

で、送電線能力があれば大きなものも何ぼでもいいのかもしれませんが、そういうことでは少

しそこの計画自体で、清里町の使われる送電線、３路線あるみたいでありますが、当然その中

の１路線はこのソーラーがつながることになると思いますので、そこら辺については、十分に

内容を検討しなければならないと思っております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 それでは３点目の質問でありますが、住民協働と職員の関係について、再度お伺いしたいと

思います。 

 まちづくりの中心的担い手として、役場職員への期待というのは非常に大きいものがありま

すが、限られた人数の中であれもこれもと抱え過ぎて、全体に町民と向き合う時間的・精神的

余裕がないのが実態ではないかと。外から見て、グループ制を含めた組織や研修の見直し等を

通じて、主体的に行動する職員の育成が急務と考えておりますが、町長はどのように考えてお

りますか。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的には清里町の職員の能力は非常に高いと、私は理解をいたしております。それは、今

までのそれぞれの職員の特性なのかなとも思っておりますが、さらに研修等を通じながら能力

の向上に向けた対応を図ってまいりたいと思っております。 

 ただ、全体の行政需要と職員のバランスの関係があるかなと、一面思っているところでござ

いまして、今現在、職員は８３名体制をとってございます。そして、その中に占める行政の仕

事は、昔から比べても機械が、それこそコンピューターとかいろんなものが入っておりますか

ら、その分でのルーチンワークはすごく減っていると思いますが、それ以上のいろんな仕事が

出てきているというのも実態でありますから、全体枠としての流れの中で、必ずしも消化しき

れていない部分もあるのかなと思っているところでありまして、そういうものをどうこれから

再現しながら吸収していくかを、十分に我々としても検討しなければならない大きな課題であ

ると思っております。 

 そうした中で、先ほども申し上げました事務改善委員会を立ち上げ、再点検をしながら組織

のあり方、事務分掌のあり方、業務委託等のそれぞれの実態としての仕事のあり方、それらに

ついても再度検証をしながら、より良い職場環境の調整に向けて進めていきたいと考えている

ところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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〇議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、町長の答弁で、８３名体制で非常に仕事の量も多いし大変であると。そんな中で、地域

担当員制度がずっとありまして、もう一度原点に戻って何をやるべきなのかをじっくりと考え

ていただきたいと、切に私はそう思っております。 

 以上で、大体時間となりましたので、私の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 

 答弁はいいですか。 

 

○２番（池下昇君） 

 いいです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、池下昇君の質問を終わります。 

 次に、前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 通告に従いまして、高齢者福祉対策について２点ほど質問させていただきます。 

 まず１点、清里町における高齢者に対する生活支援の状況は、どのように実施されているの

か、説明をお願いいたします。特に介護を必要とされていない高齢者夫婦、あるいは一人暮ら

しの高齢者など、買い物に不便を感じる人達への福祉サービスはどのようになっているのか、

説明をお願いしたいと思います。 

 ２点目、高度情報化システムを活用した福祉サービスの検討についてでございます。町長は

２３年度の町政執行方針の中で、インターネット回線を利用した福祉サービスシステムや、情

報提供のあり方を早急に執り進めると述べております。その辺の話を現在の取り組み状況等の

詳細の中で説明いただければと思っております。 

 以上、この２点について、説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇議長（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、高齢者福祉対策につきまして、お答えを申し上げたいと思

います。 

 まず１点目の、高齢者に対する生活支援の関係でございます。清里町における今現在の６５
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歳以上の人口につきましては、現在１,４７１名の方がおります。また、６５歳以上の方の比率

であります高齢化率は３２．９％となっているところでございます。第５次総合計画の最終年

の平成３２年の推計数字では、６５歳以上の人口は現在より約５％ほど多い１,５５０人と推計

をされているところでございます。 

 こうした清里町の人口の減少と、少子高齢化の進行によりまして、高齢者だけの世帯が増え、

地域を支える若い人達が減っていきますと、日常のちょっとしたことにも支障がある方、また、

わずかな支援があれば十分に自宅で生活が可能な方でさえ、生活基盤が揺らぐ状況がくるもの

と考えております。また、普段は完全に自立している方でも、体調を崩した時や災害時等にお

きましては、支援が必要となってくる、そういう高齢者もこれからたくさん出てくると懸念い

たしております。 

 今現在では、こうした方々への支援につきましては、自治会ボランティア、ボランティアセ

ンター等の関係機関・団体との連携協議のもと、進めてまいっているところでありますが、こ

うした活動を今後とも続けていくように、一層の強化を図っていかなければならないと考えて

おります。 

 現在の清里町における福祉サービスは、介護保険制度による在宅支援、専任の者が一人暮ら

し高齢者や高齢者世帯を巡回訪問し、安否確認や生活相談を行う訪問サービス事業、歩行機能

の低下や認知症などにより公共交通機関の利用が困難で、町内に居住する家族が交通手段を持

たない場合において、ハイヤーにより病院までの送迎を行う送迎サービス事業、さらに、介護

者がいなければ通院等が困難な方に対しては、ホームヘルパーが介護を行いながら送迎を行う

送迎介護サービス事業、さらには、給食ボランティアの協力をいただきながら、一人暮らし高

齢者への食事の提供とともに、孤独感の解消や潜在する福祉ニーズを把握する支援といたしま

して給食サービス事業などを行なっているところでございます。また、その他に社会福祉協議

会におきまして実施をいただいております、自治会ボランティアが行う地域福祉と生活支援活

動を支援いたしております小地域ネットワーク事業、さらには、年の瀬に一人暮らし高齢者に

料理や生活用品とともに声かけ訪問を行うひとり暮らし高齢者声かけ訪問・慰問事業などへも、

町としては支援を行なってきているところでございます。 

 また、災害が起きて、住民の生命・安全の確保が必要になった場合には、迅速に安否確認が

行えるよう、災害弱者名簿及び住宅位置図の調整と、組織体制の整備を行なってきているとこ

ろでございまして、民生児童委員の皆さんとの連携により、常に対象者の把握に努めていると

ころでございます。 

 さらに今月、これから実施をしてまいりますが、急病などの緊急時に迅速な救急活動が行え

るよう、かかりつけ医療機関や緊急連絡先などの情報を冷蔵庫内に保管いたします、救急医療

情報キットの配布も実施をしてまいる予定となってございます。 

 今後も、自治会ボランティアをはじめ多くのボランティア団体に参画をいただいているボラ

ンティアセンター、並びに日頃より地域の状況をつぶさに把握されております民生児童委員協

議会、そして社会福祉協議会の皆さんと、保健福祉課がネットワークを形成しながら、高齢者

の生活支援に努めてまいりたいと考えております。 

 また、高齢者の買い物支援の件についてでございます。これらの関係は非常に苦慮している

というのが実情でございます。特に緑地域、札弦地域における高齢者の皆さんの買い物支援、

現状の中でお店の数が少なくなってきております。 
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 そうした中で単に商業振興という形の中では、今出しております施策の中にも新店舗出店支

援対策、それから今議会でお願いをいたします店舗改修事業等により、商業環境についてのみ

は改善する余地がありますが、具体的な高齢者の部分と限定されますと、なかなか現状として

は難しいと考えております。緑地域、札弦地域には小売店が少ないわけですが、移動訪問販売

という形も一部のお店がとられているとお聞きをしておりますし、大きな施策の展開というこ

とであれば、具体的な食品の宅配サービスや移動訪問車の配置、主要なお店までの移動手段の

支援、そして、先ほどお話した近隣型の店舗としての再生を図っていくと。こういうような大

きな対策が考えられているわけでありますが、いずれにしても、高齢者だけをターゲットにす

るのは非常に難しい施策になっていくだろうと思いますし、１つの例といたしましては、札弦

地区におきましても一昨年、店舗が新たに開店いたしましたが、わずか１年足らずで閉店して

しまったという実態がございます。この実情をつぶさになぜそうなったのかを含めて検証して

いかなければならないだろうと思っているところであります。つまりは、商店を地域の公共財

としてみんなで買い、支えていく。将来本当にお店がなくなったら大変なんだということを、

町民全体としてしっかりと認識した中で執り進めていかなければ、どんな施策を打っても地元

で消費されないとなると、すべての対策が破綻していくのではないだろうかと考えている次第

でございます。 

 そうした中において、より適切な手法を皆さん方とも、そして内部的にも十分に検討させて

いただきたいと考えております。 

 次に２点目の、高度情報システムを利用した福祉サービスについてでございます。本町にお

ける情報システムを活用した福祉サービスは、現在は緊急通報システム、水道メーターを利用

した安否確認システムといった対応を行なっているのが実情でございます。従来、平成２０年、

２１年までは在宅健康管理システム「うらら」という機械を入れて、健康管理用の端末を高齢

者の自宅に置いて、心電図、血圧、脈拍等の測定をしたものを電話回線を使って自動的に、１

日１回保健センターに送付するという事業があったわけですが、これらの機械器具については、

もうすでにメーカーでの端末機の更新が行われておりません。そして、その機械も老朽化した

ことで、現在は使用されていない状況でございます。幸いにも保健師が健康状態を確認したり

巡回する中で、今は順調にそれらのサービスについては対応させていただいているというのが

実態でございます。今後、これらの部分を含め、光通信網がせっかく清里町に設置されたわけ

でありますから、そういうものを通じた新たな福祉システムが設置できないかということで、

検討を加えているところであります。 

 しかし、現実問題として、経費が比較的安くて操作が極めて簡単であるという設備は、なか

なか現実には見当たらないのが実情でございます。ちょっとしたシステムであればものすごく

経費がかかりますし、操作が極めて複雑であるということで、ＩＴに慣れていない高齢者の方

では、なかなか取り扱いができないだろうということもございますので、今後、より経費が少

なく簡単に操作できるシステムの開発を待たなければならないと思っておりますが、そういう

情報をいち早く仕入れながら、次の対応ができていけるようなそんな考え方で今後とも進めて

まいりたいと考えているところでございます。 

 ただ、今現在使っております緊急通報システムは電話回線で、何かあった時に専用のボタン

を押して、自動的に相手につながるようになったシステムでございます。体の調子が悪い、何

か相談事があるという時にはそのボタンを押してもらえれば、わざわざダイヤルをしなくても
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つながるというシステムでありますので、そういうシステムの活用をしていきたいと思ってお

りますし、このシステムには電話の他に、部屋の中であれば無線のペンダントが付いておりま

して、そのペンダントによってさらに通報が自動的にできるシステムも付いてございます。さ

らには煙や熱を感知するシステムもこの中には併用されておりますので、今の段階ではこの緊

急通報システムと、先ほど申し上げました水道の安否確認システムの併用の中で、そごのない

ように執り進め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。 

 以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、町長の方から、当町における福祉サービスの事業の説明がございました。介護及び生活

支援が必要な人達のために、当町において約１１ほどの事業を持っているという説明を受けま

した。 

 確かに、時代の中で高齢者が求めるニーズあるいは介護認定を受けている高齢者の方々のニ

ーズ、時代とともにやはり刻々と変化していると思います。配食サービスあるいは介護用品、

訪問サービスなど、本当にいろんなサービス体制を親切・スピーディーに実施しなければなら

ない。それは、どの行政にも与えられた責務だと私自身思っております。 

 ところが、実際問題、このような適用範囲から漏れる方、本当に自分の生きがいを持ってご

高齢で自らの考えを持って、元気よく人生を謳歌しているお年寄りも確かにいると思います。

６５歳以上については町長からも説明がありましたが、７５歳以上になりますとおそらく８４

０人ぐらいはいるかと思います。ましてや、ある清里町のデータでございますが、８５歳以上

で元気なお年寄りの方々も、２４年のデータでは２８５名弱いるというデータがございます。

その中でかなりご高齢になってきたらやはり車の運転等も大変不安を感じるという部分がござ

います。 

 一昨年の６月定例会に同僚議員のほうからも、この問題等の一般質問がございました。その

時にははっきりした町長の答弁は出ていなかったのではないかと思います。その中では僕が話

したように、高齢者の交通安全の面から見た車の運転の方向性。それともう１点、町長が今答

弁の中で話されていました小売店の関係で、札弦地区と緑地区には小売店があったが、札弦の

道道沿いに面している小売店がひと月半で閉店してしまったと。その中にはいろんな問題点が

あり、その地区に住む人達の意識もどうなんだという話がありました。私も札弦地区に住んで

おりますが、確かになくなってみて本当に不便さを感じております。 

 ある日、もう１軒の生鮮食品は置いていないお店にたまたま用事がありまして買い物をして

いたのですが、そこにお年寄りが来られて、ちょうどお昼時だったのですが、なかなか欲しい

物がなくて困っていて、「おばあちゃん、大変だね」と声をかけると「本当に大変なんだ」と。

そういう本当に切実な話をお伺いしたことがありました。私自身も車社会で育っておりまして、

常に移動手段は持っておりますが、そのご高齢の方は同じお店に来るにも１０分、２０分かけ

て、本当に目と鼻の先なのですが歩いて。でも足腰はしっかりしています。やはり、そういう

部分でのいろんな不便性があります。 
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 その中で、町長が指摘された緑の場合は、一生懸命ある１軒の小売店の店主が誠心誠意頑張

っておられて営業しております。先日もお話を聞く機会がございましたが、その中でこういう

高齢化率が高い地区で、商業ベースでビジネスと言うか、商売をするのは本当に大変なんだと。

要するに、ある程度チェーン化された物流の中で問屋さんが小売店に物を提供してくれるなら

いいんだけど、現状ではなかなか新しい店舗をやろうとしても、問屋さんがなかなか物を持っ

て卸してくれないよ、と具体的な話をしてくださいました。要するに、小売店を営業するとな

るとそれなりの保証能力を付けないとならないという話もしていただきました。そこには何ら

かの形でＪＡが関与しているということも聞き取れた部分もあります。 

 そんな中で、同じようにお年寄りがそれこそトイレットペーパー１つ買いに来るのですが、

それをまとめて買う。本当は量販店のほうが安いのですが、目と鼻の先にその商品があるとい

うと、本当に自分達のすぐそばにお店があって良かったなと。本当に大切に使わなくちゃなら

ないんだ、という話を同じようにしていました。そして、そこに店も誠心誠意頑張っておられ

て、生鮮食料品から日用雑貨、日替わりの惣菜まで種々取り扱っておられます。話をお伺いす

ると、同じ緑地区でも配送の部分で電話注文で商品をお届けしているという話もしておられま

した。 

 そういう部分では町長が特によくおっしゃられるコミュニティビジネスあるいはソーシャル

ビジネスと言うか、そういう社会的なかかわりの中のつながりという部分では、この小売店主

さんは本当に誠心誠意頑張っておられると、私自身はその時痛感いたしました。 

 そういった部分で、何とか商業ベース的な発想ではなくて、高齢者の買い物弱者への支援、

福祉的な観点から行政のかかわり方はどうなんだと。それをもう少し、当町においてそういう

弱者の人達のリサーチはどうなんだという部分を、今後検討して調査する必要があるのではな

いかと思うのですが、その辺についてちょっと長くなりましたけれども、端的に答弁のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 高齢者の買い物等の支援対策の関係であります。前段、お話をいただきましたように、札弦

地域・緑地域ともお店の数がここ数年少なくなってきております。特に緑については、今は１

軒の小売店しかないという状況でありまして、大変苦労されているという実情もよくわかると

ころでございます。そうした中で、せっかく緑地区では１軒のお店が頑張って続けていただい

ております。基本的にはそういう商業活動の中での対応が１番大事なんだろうと思っておりま

して、お店をやられている方々と一緒になって、やっぱり地域の方々ともそのお店をどう維持

していくかという判断にしていかなければ、個人のお店だからその人だけの課題であるという

ことではないだろうと。みんなでお店を守るんだという対応にしていかなければ、行政的に一

時的な支援をしても、その支援が終わった段階ですべてが終わってしまうということになりか

ねないと思います。ですから、基本的にはみんなで支え合いながら公共財として、本当に商店

をみんなで支えていくという形が、今後の形態の中で最も求められることになると思っており

ます。特に緑・札弦の少ないお店の中、また、過疎が進んでいる中では、なかなかそう簡単に
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収支を考えてお店を出す、または拡張するということはできないのが実情だと思いますので、

その中において、今申し上げたコミュニティビジネス方式も含めながら、みんなで支える必要

性が最も大きいと理解をしているところでございます。 

 また、先ほども申し上げましたが、福祉対策でその部分だけ、高齢者だけというのはなかな

か難しいわけでありまして、いろんな対策との組み合わせで方向性を出していければと考えて

おりますので、今しばらく時間をいただければと思っております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 踏み込んだお話をさせていただきますが、コミュニティビジネスというくくりで買い物弱者

あるいは福祉的な要素で見守り隊的な機能を持たす。よく考えられるのは、ＮＰＯ法人を立ち

上げた中で地域の主たる産業、第１次産業だと思いますが、そういう所が一緒に参画をしなが

ら、高齢の方々の商品の取次所的な一時的な販売所を運営する運営母体があるという話も聞い

ております。あるいは、札弦地区にあったお店が撤退した時に、そこには元気で車社会でお隣

同士で当町に買い物に行ったり、近隣の斜里町や網走に一緒に相乗りをしながら買い物に行っ

ている。そういう助け合いの中の動きも現実にあります。 

 ところが、同じように清里においても、商店街に歩いて買い物に行くとなると、お年寄りの

速度で片道３０分以上かけて、生活雑貨あるいは食料品を買いに行っている事例も現実にあり

ます。 

 目には見えていませんが、そのご高齢の方々は本当に元気で町のために一生懸命、誠心誠意

貢献していただいておりますが、５年後、１０年後、本当にすぐだと思います。そういう部分

で行政がどのような対応を今後検討しなければならないのか。これは責務の中で早急に進める

案件ではないかと。できる範囲の中でどういう形が良いのか。その点について考えがあるので

あれば、町長の所見をお聞かせ願いたいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 買い物支援の関係でいけば、基本的には今想定される部分としては、先ほども申し上げまし

たように宅配としてのサービス事業をどう展開するか。また、もう１つは移動販売車をどうや

って地域に配置できるか。それから、足のない方々を含めて店舗にどうやって連れてくること

ができるか。それから、やっぱりその地域みんなで支える店舗を設置するかと。端的に言えば

そういう４つぐらいの方法が今、一般的にあると言われております。清里町の場合においても、

既存の店舗が緑にも札弦にもそれなりにあります。ただ、扱っている中身によっては、生鮮食

料品は扱っていないだとか、日常雑貨が少ないだとか、いろんな部分があるかと思いますが、

基本的には元気な方々については公共交通機関を使いながら移動されるという形になってくる

と思いますが、そういう部分だけではなかなか解決しないだろうと思っております。 
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 先ほどもありましたように、移動の手段としてのハイヤーの利用だとか、オンデマンドのバ

スを動かすだとか、いろんな部分がありますが、これが果たして費用対効果でいつまでも続け

られるのかどうかという部分も含めて検討していかなければならないだろうと思っております。 

 それともう１つ、既存のお店があるにもかかわらず、移動手段でよそのお店に連れて行くと

いうことになった時に、その既存店がどうなんだろうと。行ったついでにいろんな物を買って

きますから。これだけ買いなさいというわけにはいきませんので。だから、既存店とのそうい

う部分も考えながらいかなければならないと。全く何もないのであればいろんなものを一気に

やることができるかもしれませんが、そういう部分を含めて支援の方策としてどんなことが良

いのか。 

 もう数年も経たないうちに大きな課題になってくるのではないかということで、我々も認識

をしているところでありますので、いろいろと検討させていただきたいと考えております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 確かに町長が説明されましたように、小さな地区、地区にもそれなりの小売店を営業されて

いる方々がおります。その中で今僕が提起した相乗り的なタクシー事業と申しますか、そうい

う事業をいざ展開すると、確かに費用対効果等もございますし、いろんな部分が複雑に絡み合

って難しい部分もございますが、ただ、生活支援という第一前提となる基軸を尊重するのであ

るならば、そこら辺はきっちりと行政として検討する。常にそういう部分にも目を凝らす。こ

れはやはり町としての責任ではないかと私自身思っております。 

 病院に関して、町内の病院に通院する場合は、週１回相乗りの交通手段を病院のほうで運営

しております。緑の方々もお薬をもらうために週１回、あるいは２週間分のお薬をもらおうと

すると２週間ごとにそういう車を利用しているという実態があって、言い換えればそれを利用

しながらちょっと買い物をしているという実態も確かにあります。そこは町内限定のお店とい

うことになっております。いろんな規定がありますが、自治体の中でも相乗りタクシーなどの

事業展開をしている地方自治体もございます。 

 やはり当町も、本当にきめの細かい福祉サービスを。子育て支援もかなり町長は積極的に行

なっておりますが、一対と捉えながら、生涯にわたって住みやすい清里町の人にやさしい施策

という部分でも、やはり積極的に考慮していただきたいと思っております。 

 １点目の質問に対しては、以上で終わらせていただいて、２点目の高度情報システム、光フ

ァイバーを利用した情報システムという話で、当初は光ファイバーを利用した中で高速通信で

安否確認等を構築して、リアルタイムに情報提供を町が管理するということを大前提に執り進

めたと思っています。 

 ただ、やはりこのＩＴ技術というのは刻々と日々進化していると思う１人でございます。例

えば商品名で言うと、らくらくホンだとか、らくらくスマホだとか、そういうものが現実出て

きている昨今です。高度な情報端末、携帯電話ですが、その中で町長の答弁にもあったように、

いろんな簡便性な操作ができる端末を高齢の方々の世帯に常駐するのも、今後の検討課題では

ないかという、大きなくくりの話を僕はしてしまったのですが、そういう話に捉えるとするな
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らば、そういう部分もやはり検討課題に挙げてもよろしいのではないかと。要するに、携帯端

末自体はリースだとかいろんな手法があります。あるいは、おそらくですが、ＧＰＳ機能とか

所在地確認など、そういう部分もいろんな面で活用できるのかなと、自分自身、今答弁を聞い

た中で考えたのですが。そういう部分の弾力性のある検討について、費用対効果があるという

話になると大変難しいのですが、その辺の２者択一の中で光ファイバー活用なのか、今僕が話

した端末なのか、いろいろあると思いますが、その辺の検討を誠心誠意、十分検討していただ

きたいと思いますが、それについてどう考えているのか、答弁のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ＩＴ技術を活用した福祉支援サービスでありますが、この福祉システムの従来やっていた「う

らら」は、もうすでに機械が製造されていないということでありまして、メンテの期間も切れ

たということで、今は活用できていないのが実情であります。それで、せっかく我が町に光ケ

ーブルが敷設されたという中で、在宅での健康管理システムなどを使った中で何とか設置をし

ていきたいということで、まちづくりの方針でも述べているところであります。 

 ここに参考までですが、平成２３年に「地域ＩＣＴ活用事例」というものが出ております。

これは大きな町でやられた事業かと思いますが、コンピュータを各それぞれの関係の所に置い

ていただいて、従来で言う「うらら」にあったような心電図だとか血圧だとか、そういう機能

を持たせて、そのやり取りをインターネットを使ってやるようなシステムが出ておりますが、

実はこれもよく読んでみますと、非常に操作がコンピュータを使える人以外は全然太刀打ちで

きるような代物ではないというものでありますから、今コンピュータを操作されている人方は、

そういう時点になった時にいつでもこういうものはスムーズに運用できるかと思いますが、今

までパソコンなどの機器に触ったことがない人は、極めて難しいだろうということでありまし

て、先ほどのような答弁になったわけであります。 

 そうした中で、今はそんな複雑でなくても、携帯を利用するなども検討されてはということ

でありますが、これについても昨年、携帯のメーカーの方に来ていただきまして、デモによる

対応をさせていただいております。具体的に携帯を使って安否を確認するですとか、そういう

システムをその中に組み込むことも可能だとお聞きをしております。安否確認とか何をされて

いるかというような活用しかできないかなと思いますが、先ほどの緊急通報システムについて

も台数に限りがありますから、逆に言えば、そういう部分から少し漏れるような場合について

は、携帯を使った安否確認だけですが十分可能性があるかなということでありますので、これ

らについて、今後十分に検討させていただきたいと思っております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 
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 ２３年度の町政執行方針の中にも前段で述べられておりますので、その辺はやはり早急に対

応していただきたいと考えております。 

 今回、買い物弱者ということに関連しまして、ＩＴ技術を活用した見守りシステムの検討と

いうことで質疑させていただきました。いろいろと僕も調べていくうちに、全国で買い物弱者

と言われている方々が、経済産業省の推計で約６００万人とも報告されております。その中で

経済産業省のマニュアルなのですが、３点ほど列記されておりました。まず第１に「店をつく

る」、第２に「家まで商品を届ける」、第３に「人々の交通手段の確保により出かけやすくす

る」。要するに、今の一連の話そのものを集約した話なんです。ここら辺はやはり重要な部分

でありますから、本当に誠心誠意検討するということをお願いしたいと思います。 

 たまたま、９月５日付の道新に、「集落活性化への行動計画」と題し記事が載っておりまし

た。その中に「限界集落対策に踏み込んで道も検討し、地域住民と市町村が話し合い、活性化

に向けた行動計画をつくるよう提言」と書かれていました。やはりこれは目の前に出てきてい

る重要な案件でありますから、本当に十分やっていただきたい。その中でやはり、その記事に

もありましたが、買い物・通院等の交通手段、冬場の除雪、あるいは外出が困難な冬場に限り

市街地に住む、といった対策も講じるということが、新聞紙上に載っていました。特に町長が

おっしゃるように、自助・共助・公助で、自分自身も助け合う、皆さんも地域ともにコミュニ

ケーションの中で助け合う、そして行政も町民に対して助けを講ずる、そういう部分で誠心誠

意検討していただきたいと私自身思っております。 

 最後に、時間的な部分もありますが、町政執行方針の中にもありましたが、住宅環境の部分

でケアハウスのことが出ていました。その部分についてお聞きをし、私の最後の質問とさせて

いただきます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど来、ご質問をいただいております、高齢者の買い物、また福祉サービスという部分で

ありますが、清里における高齢化率もどんどん上がってきているのも事実でありますし、また、

子供さんが少なくなってきているのも事実でございます。そうした時に、一長一短の時に誰が

支えていくんだということが、これから本当に大きな課題になってくると感じているところで

ございます。今お話をいただいた買い物に対しても、いろんな課題が出てきていて当然、通院、

冬場の生活、除雪、一つ一つをとっても大きな課題になってくると思っております。 

 そういう部分で清里に本当に住んでいて良かったと思われるようなまちづくりという部分か

らいけば、やはりかゆい所に手が届くような、そういう気持ちでやっていかなければならない

だろうと思っているところでございます。 

 そんな中で、今後とも誠心誠意努力をしていきたいと考えております。 

 また、後段にありました高齢者向けの住宅、いわゆるケアハウス的なものでありますが、執

行方針の中でも検討させていただくということで今、鋭意その仕組みと内容について事務的に

検討を加えている次第であります。と言いますのは、このケアハウスと言うのは、老健だとか

特養とちょっと違いまして、元気な方々が住む、要は軽費老人ホーム的な要素がありますので、
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元気な方々が今は公営住宅に入られて、お２人で入られているうちは良いですが、その方が１

人になり、今は元気だけども万が一の時の対応としてどうなるかわからないという時の、安全

安心の部分での共同住宅みたいな形になりますが、そういうスタイルになってまいります。そ

んなような潜在的などれほどあるかも含めて、今後そういう対応の中で検討を加えていきたい

と思っております。また、このケアハウスはただ集合住宅を造るということではなく、その中

で介護をする、見守る職員の配置が必要になってまいりますので、そういう技能を持たれた職

員をどうやって採用していくかという部分も含めて、地域で介護職員の確保が非常に難しい時

期にもきておりますので、きちっとその辺が新たな体制の中でやっていくことができるのかど

うかも含め、総体としての検討を加えさせていただきたいと考えております。 

 以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、前中康男君の質問を終わります。 

 ここで、議事の都合上、１３時まで休憩といたします。 

                             休憩 午前１１時４１分 

                             再開 午後 １時００分 

 

○議長（村尾富造君） 

 午前中に引き続き、一般質問を続けます。 

 次に、田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 先に通告いたしております、小学校廃校舎の活用について。また、小売業を中心として地域

産業の振興について。この２点について、町長の所見をお伺いしたいと思います。 

 旧新栄小学校・江南小学校は、平成２３年４月から清里小学校に統合され廃校となり、２つ

の学校の校舎活用について、それ以前から活用の検討がなされてきたところでございますが、

統合が決まった時点から２年以上の歳月の中で、行政内部または地域間との協議がなされてき

たと考えますが、現在までの校舎活用の協議・検討・経過について、そしてまた、町の基本的

な考え方についてお聞きをしたいと思います。町はその中でどのようにかかわってこられたの

か。この点についてもお聞きしたいと思います。 

 次に、商業の振興対策についてでありますが、経済不況と消費の流出、人口の減少等により、

町内での消費が急激に減少しており、小売業は非常に厳しい環境に置かれており、今年の２４

年の執行方針にも述べられておりますが、消費流出防止策や地元消費拡大が必要であると。プ

レミアム商品券や地元商店限定の商品券による補助金等の対策事業、店舗出店等支援交付金事

業、住宅リフォーム促進補助事業など、いろいろ行政として対策を講じているわけであります

が、しかしながら、厳しい環境であるのが現状であります。 

 過去に実施いたしておりました地域振興券のような直接的なカンフル剤と言いますか、そう

いったことが必要な時期にきているのではないかと考えるわけでありますが、町長の所見をお

伺いしたいと思います。 

 まず、この２点についてお伺いいたします。 



34 

 

〇議長（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、廃校校舎の活用について。そのうち旧江南小学校・新栄

小学校校舎及びグランドの活用に関する協議の経過と、町の基本的な考え方。そして２点目の、

小売商業を中心とした地域産業の振興にかかる商業振興対策についてのご質問でございます。 

 まず１点目の、廃校校舎の活用について、江南小学校・新栄小学校校舎及びグランドの活用

に関する協議の経過と、町の基本的な考え方でございます。 

 旧江南小学校の利活用につきましては、平成２２年１２月に地域の方々で組織されました「江

南小学校跡地利用検討委員会」が中心となりまして、昨年７月には地域担当者のサポートのも

とに、オホーツク管内及び釧路管内で閉校になった小学校の利活用の状況を視察研修いたして

おりまして、自治会内で検討を加えてきたところであると聞いております。その中でも、具体

的な活用方策が見当たらない状況であるとの報告も併せていただいているところでございます。

また、今年２月に開催されました、江南地区自治会対話懇談会におきましても、旧小学校の跡

地の活用について、全体での意見交換を行なったところでありますが、この場においても具体

的な活用方策を見出せない状況にありました。そうしたことから、引き続き自治会と町におい

て、利活用に向けた検討を続けていくとしているところでございます。 

 また、旧新栄小学校の活用につきましては、上斜里地域からは、旧学校施設及び上斜里地区

総合地域施設の対応について、全て町において措置されたいとのことでありまして、地域から

の利活用に係る具体的な申し出等は、現在において一切お聞きをしていない状況であります。 

 次に、町の基本的な考え方でございます。旧江南小学校の利活用につきましては、先ほども

申し上げましたが現時点では具体的な利活用計画はありませんが、もう少し時間をかけて、地

域として、また町としても最良の方法を見出すことができるように、検討していくことといた

しておりますので、最終的な判断は今しばらく、状況の推移を見ながら決定してまいりたいと

考えております。 

 また、旧新栄小学校につきましては、改修可能とされます屋内運動場と特別教室を除きまし

て、耐震強度が不足している教室部分及び屋外のプール等につきましては、建物があまり傷ま

ないうちに取り壊し撤去をしてまいりたいと考えているところでありますが、取壊し撤去に係

る費用ですが数千万円にのぼるだろうと想定されております。このことから、財源の確保とと

もに、取壊し時期についてもタイミングを計りながら、検討してまいりたいと考えております。 

 次に２点目の、小売業を中心とした地域産業の振興・商業振興対策についてでございます。

本町の経済環境につきましては、人口の減少、消費者ニーズの多様化、消費購買力の流出と、

極めて厳しい環境の中におかれております。 

 つきましては、こうした状況を踏まえ、町に活力とにぎわいを取り戻すため、平成２３年度

より新たな店舗の出店を促進するための交付金事業や、町内住宅関連産業の振興を目的とした

リフォーム事業等を進め、経営環境の改善に取り組んでいるところでありまして、少しずつで

はありますが、活気とにぎわいを取り戻しつつところであります。 

 また、これらの対策に合わせ、本年度からは町単独の補助事業の一部でありますが、町外へ
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の消費流出を少しでも食い止める施策といたしまして、現金の交付から、地元でしか利用でき

ない商品券での交付に改正しながら、地元消費の拡大に取り組んでおります。また明年度は、

さらに対象事業の拡大を図り、効果の増大を探っていきたいと考えております。 

 この他、商工会事業として実施されております納涼行事、特産品の夕べなどの地域活性化事

業など、商業活動の強化に向けた各種の商工振興事業に対しまして、補助制度により支援をさ

せていただいておりますし、特に今年度は、「プレミア付わくわく商品券」につきましても、

商工会とも十分に相談をさせていただき、商品券の発行時期をお中元時期にも拡大させていた

だきましたし、また、その商品券の販売額につきましても、大きく増額するなど、商店街にに

ぎわいを取り戻すための施策として、充実・強化を図ってきたところでございます。 

 その中で、特にご質問のありました、地域振興券の交付の件でありますが、先ほどもありま

したように、全町民に対し一定額の地域振興券を交付するという施策については、一時的には

カンフル剤的な効果が期待される有効な施策とも感じてはおりますが、逆にこうした施策につ

いては、ややもすると、毎年度交付されることが当たり前として、常態化、慢性化する施策に

陥りやすいという懸念もございますので、真に必要な時期にいたっているのかどうか、町全体

の経済動向や、可処分所得の動向などを慎重に見極めながら、判断をしてまいりたいと考えて

おります。 

 いずれにいたしましても、商工振興の恒久的・抜本的な対策は、やはり地元での購買力の向

上にかかっていると感じております。そのためには、商工会及び各商店における商業環境及び

経営改善のご努力はもちろんでありますが、行政といたしましても市街地商店街の形成はまち

づくりの基本的な基盤でございます。引き続き商業環境等の整備支援に努めてまいる所存でご

ざいます。 

 また、そうした町全体の課題といたしましても、安定的に商店街が持続することができるよ

うに、地元消費を拡大するための取り組みを、町民の皆さん挙げて、そして関係機関・団体と

も十分に連携を図りながら推進していく手法を検討してまいりたいと考えております。 

 以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今、答弁をいただいたわけでありますが、まず、廃校校舎の利用についてですが、新栄の場

合には、地元での活用は考えていないという答弁だったわけであります。江南については、地

元活用のために何か利用できるものがあればということで、視察や町との意見交換などを実施

されてきたと思うわけですが、２年経ちまして、地域に委ねるといった考え方、地域の意見を

十分に尊重することももちろん大切でありますが、やはり町の基本的な考え方をしっかり持っ

て、地域の考えと町の考えとをすり合わせることによって、より良い考えや活用法が生まれて

くるのではないかと思うわけであります。 

 ここで言うのもなんですが、個人的に聞きますと、体育館の使用について、江南の場合はミ

ニバレーの練習をしたいので町に申し出しますと、「電気を止めてあるから利用は不可能です。

使うのであれば３０万経費がかかるので、３０万払うのであれば使っても良いですよ」と。町
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は「地元で使えるものは使ってください」と言っていますが、かかる経費については自分達で

持ちなさいよと。電気・水道、みんな持ちなさいと。そういったことでは地域も二の足を踏む

でしょうし、そこら辺しっかり町の考えを持って執り進めていかないと、いつまでも地域の考

えを尊重してとなると、なかなか事が先に進まないと思います。この辺の考え方について、お

伺いしたいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 この江南小学校跡地の利活用の関係でありますが、統合・閉校されまして２年が経過いたし

ております。そうした中で地域のほうも何とか有効な活用方法がないかと、いろんなご意見を

交換されておりますし、また、町とも幾度となく相談しながら今日を迎えているところでござ

います。 

 基本的にどこかの時点では、最終的な判断をしなければならない日が来るだろうと思ってお

りますが、２年も経ったと言えばそうですが、まだ２年と言えば、まだ２年でもあります。も

う少ししばらく時間を貸していただきたい。そして、地域の方々ともいろんな意見を交わしな

がら、やはり尊重できるものは尊重しながら町も進めていきたいという気持ちであります。 

 だた、まだ２年が、もう２年かというのが３年、４年となりますと、どこかの時点では、失

礼かもしれませんが、一定の進展が見込めないと判断した段階においては、町のほうでどうす

るか最終的な判断をしていかなければならないと思っております。 

 また、建物でありますから、年数が経ちますと当然、経年老朽化をいたします。特に使って

いない建物は本当に早くそういう事態に陥ると。地域の皆さん方が大事にしてきた学校でもあ

りますから、かえってそういうみすぼらしい姿のままで、いつまでも置くのも忍びないと考え

ておりますので、そうした時期について慎重に判断をさせていただければと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 全国的にも廃校の利用については頭を悩ましているというのが現状であります。しかしなが

ら、隣の小清水町においては、廃校跡地に企業が参入するという話も聞いているわけでありま

すが、いろんな活用方法があり、地域とも十分に相談して、まだ２年ということですけども、

もう２年も経っているわけで、廃校のみすぼらしい姿で、周りに木が生えて、草が生えて、個

人所有の払い下げた物なのか、町が所有している物なのか認識していないのですが、あまりそ

ういった形にならないうちに、地域との話合いも町のしっかりした考え方も持って、この件に

ついては執り進めていただきたいと思うわけであります。 

 もう１点、旧校舎跡地にいろんな物があるわけですが、プールなんかは鉄骨もごつい鉄骨で

すし、あれをそのまま放置しておくと、年々ペンキがはがれて錆びてみっともない格好になっ
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てくるわけですから、競売にかけるとか、少しずつできる部分からでも整理しながら進めてい

ったら良いのではないかと、このようなことも考えるわけですが、プールばかりではなく、他

の備品についてもですが、その点について。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 学校の校舎並びに周辺の建物、そしてグランド等の敷地の維持管理の関係との絡みでありま

すが、基本的に閉校・廃校になったと言っても、建物などの施設はまだあるわけでありますか

ら、その間においては適切な管理をしていきたいと考えております。 

 ただ、ご指摘がありましたように、プール等の関係においては、かなり以前から使用してい

ないので、随分と錆びてきております。管理するからと言っても、その錆を落として、また新

たにペンキを塗るということはなかなかできないので、適切な時期を見ながら、校舎全体とは

切り離してそういう部分、部分についても、必要に応じてその都度検討を加えさせていただけ

ればと思います。このプールはご承知のように、鉄骨のかなりごつい物であります。それで、

プールだけの解体にどのくらいかかるのかを調べてもらいましたら、新栄とちょっと違いまし

て、江南のほうが少し安くなるのですが、新栄は下に基礎杭が入っていて、その基礎杭まで全

部抜かなければならないということになりますと、単位が一桁変わるということにもなります

ので、かなり高額な金額を要することになりますので、財源的な部分と合わせて、今お話をい

ただいたように、あまりみすぼらしくならない時期での対応を検討させていただきたいと考え

ておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今のプール全体については、そういうことになろうかと思うのですが、鉄骨の部分について

は、そういった業者もおりますし、そこら辺で競売にかけるという方法もあるのかなと。まる

まる業者に解体して処分してもらうより、そういう方法も１つの方法かなと思うわけでありま

す。 

 次に２点目ですが、前中議員の質問でも、地域の商店がなくなって買い物の不便さの話があ

ったわけであります。まだ清里の市街地においてはそういった状況にはないわけでありますが、

このままでそんなに長い年月が経たないうちに、住民が不便さを感じる状況になってくるので

はないかと懸念をいたすところであります。 

 そういった中で、先ほど町長がカンフル剤もマンネリ化してしまうと、そういった考え方も

あろうかと思いますが、１年でも頑張っていただくといった観点から、やはり地域振興券は私

はぜひとも再執行していただきたいと思うわけであります。 

 今年、プレミアム商品券といったものも執行方針の中に謳われていたわけですが、プレミア

ム商品券については、他の町村でも始めている所もあります。しかし、これについては一部の



38 

人達の購入で、そしてお金に余裕のある方であったり、いろんな部分で限定されると思うんで

すよね。また、店舗の利用も偏るのではないかと。地域振興券についてもそういう部分はあろ

うかと思いますが、カンフル剤と言いましても、やはり１年でも頑張っていただくと。今の現

状を見ますと、話を聞きますと後継者も育たないと。人口減少に歯止めのかからない状況の中

で、ますます追い打ちをかけるような状況になる。少しでも行政がそういった部分についても

考えていただきたい。今までもいろんな部分で行政も努力され、いろんな施策を考えて講じて

いただいているわけでございますが、ぜひとも地域振興券についてももう一度考え直していた

だきたいと思うわけであります。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず１点目の、プール等の鉄骨、また取壊し等の関係でありますが、これについては最終的

にどういう処分の方法にするかということは、これから検討を加えていきたい。ご指摘があり

ましたように、そういう解体の部分として、鉄骨の価格と合わせて処分する方法や、それはそ

れ、これはこれというやり方などいろいろありますので、最も効率の良い方法を検討しながら

最終的には判断していきたいと思っております。 

 それから２点目の、商店街の商業振興という観点での地域振興券の関係であります。今年の

場合、先ほども申し上げましたように、商業振興対策としてプレミアム商品券の関係とか、町

の単独事業の地元消費の拡大ということで現金での交付ではなく、地元商品券の交付というこ

とで、額的にはそんなに大きな額にはまだなっておりませんが、徐々にそういう対応を進めて

きているということで、先ほども申し上げたとおりであります。 

 ただ、ご指摘のようにプレミアム商品券というのは、商工会で販売する券でありまして、元々

は１,０００円のものを１,２００円の付加価値を付けて販売してもらうということで、その２０

０円の部分を商工会、また町とで支援をしながらその部分をプレミアムという形で販売をいた

だいているものですが、ご指摘のように、これは買える人しか買えないと。要は全体に行きわ

たるものではないという不公平感がある事業であることも確かだと思います。これはあくまで

も商業という形の中で進めさせていただいていたところでありまして、全体に及ぼすというこ

とになれば、お話をいただきましたように地域振興券が全体に及ぼすそういう部分としての対

策としては有効かと判断いたしておりますが、ある一面、先ほども言いましたようにこの目的

を何にするか。商業振興なのか、個人への所得の補填なのかという部分も十分やっていかなけ

ればならないだろうと。ややもすると、人気取りのばらまき補助金かと非難されることも想定

をしなければならないということもありますので、その辺も十分判断しながら、本当に今、そ

ういう時期が来ているのかどうかという部分も含めてやっていかなければならないと思ってお

ります。 

 本当に町内の商工業は、近郊に大型店がいっぱいできており、そちらに流出いたしておりま

すので、この流出を何とか止めるという意味においての施策として打ち込んでいくという部分

については、十分に意味があると感じておりますし、この数年間を何とかしのげば必ず立ち直

るというような施策の打ち方をしていかなければならない。結果的に施策をやめたらバタバタ
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といってしまうということでは、これは元々やり方が間違っているということにもなると思い

ますので、慎重にそこら辺の状況を踏まえ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。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今、商店にかける町長の強い思い、必ず立ち直りのできる施策を頑張っていくというお話を

聞いて、少しは安堵しているわけでありますが、しかし、現実は非常に厳しいと。 

 ばらまきという話もありましたが、何をやってもいろんな意見があろうかと思います。そう

いった中で、将来的に札弦・緑地区みたいに、先ほどの前中議員の一般質問にもあったように、

商店やいろんな業種の方々がなくなると、斜里や網走に行かなければならない。そういったい

ろんな部分で住民の不便さを感じてきているわけであります。極端な話、スタンドも、清里に

は３カ所、札弦に１カ所あるわけですが、スタンドがなくなれば斜里や近隣に燃料を入れに行

かなければならない。 

 そうならないように、いよいよだめになってからではどうしようもない。なくなったらどう

しなければならないかと言ったら、行政がタンクローリーで運ぶなり、外販車を走らすなり、

住民のためにそういう手段に追い込まれ兼ねない。最終的にはですが。そういった状況になら

ないように、今から住民と一つになって頑張っていってほしい。その中での地域振興券も十分

に考えて検討していただきたい。検討と言うか、できれば実施もしていただきたいと強く要望

して終わりたいと思います。 

 また、もう１つ、学校の廃校利用につきましても、地元の人にどうするんだと聞くばかりで

なく、やはり町のしっかりとした基本的な考え方も早く打ち出して、それで地元とも合えばや

ろうということにもなるので、それらも早急にということでもないですが、そんなにのん気な

考えでもなくて、実施して行っていただきたい。こういうことを要望して終わりたいと思いま

す。 

 町長からもし何かありましたら、お願いします。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 商店街、商業振興の環境対策でございますが、ご案内のように、本当に気が付いた時に市街

地がなくなっている、商店街がなくなっている、これからどんどん高齢化する中で足もなく大

変なことになるということも、頭に入れながら進めていかなければならない課題だと思ってお

ります。将来的には地元で地元の人方が、やはり自分の町を支える、守るという観点からも、

先ほど来言っておりますように、商店街や商店をみんなで支えるというのが大きな一番の課題

だと思っておりますので、そういう仕組みづくりについてももう一度きちっと立て直していか

なければならないと思いますが、また、そこに至るまでのつなぎ対策としての施策で、一時的
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であろうとも必要なものがあると判断されれば、そういう部分を入れながら、恒久対策と併せ

て推進していくことについてはやぶさかではありませんが、それらの動向について、これから

慎重に判断をさせていただきたいと考えております。 

 また、学校校舎の跡地の関係についての町のリーダーシップというようなことでありますが、

その時期が来ればしっかりと対応していきたいと考えております。町の用地として、学校敷地

として今日まで使われてきた皆さんのいろんな思い出がありますので、それを踏みにじるよう

なことがないように、地域ともよく相談をさせていただきますが、先ほど来申し上げておりま

すように、来たる時期には町の考え方もお示しをしながら、対応をさせていただく時期が来る

ものと考えております。 

 先ほどの話の中で、小清水のように企業が誘致されるとか、そういう部分もひょっとすると

ないとは言えませんので、もう少しそういう部分についても、判断・整理がつくまでお待ちを

いただければ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） 

 これで、田中誠君の質問を終わります。 

 次に、村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 事前に通告しております、中小企業金融対策について、町融資制度の見直しについて、伺っ

てまいりたいと存じます。 

 ３．１１東日本大震災が起きてから、昨日でちょうど１年半が過ぎたわけであります。全国

４７都道府県に少なくとも多大な影響を及ぼしたことは言うまでもございません。全国でも自

治体は１,３００以上ありますが、大小にかかわらず、例えば我が町でも温泉関係を見ましても、

１,３００件のキャンセルがあったと伺っております。 

 企業者に対して、町として町融資制度の見直しをされたでしょうか。この点について伺いま

す。 

 ちなみに、斜里町は限度額２千万円と聞いております。小清水町は１千万円であります。我

が町清里町は５００万円ということでございまして、人口密度にもよりますが、他町村、近く

で言えば大空町をはじめといたしまして、美幌町、津別町、置戸町、訓子府町とございますが、

この点について、限度額がおわかりになれば伺いたいと思います。 

 

〇議長（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、中小企業金融対策としての町融資制度の見直しの関係で

ございますが、清里町におきましては中小企業者への町融資の貸付につきましては、清里町中

小企業融資制度要綱に基づき実施されております。本制度につきましては、町内中小企業の育

成並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と、事業運営の基礎となる金融の円滑

化を図ることを目的としておりまして、町内に独立した事業所または店舗を有し、商工業を主
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たる事業として営む者で、かつ、事業を引き続き１年以上経営している者、町税を滞納してい

ない者などの条件を満たしていることが、融資対象ということで取り扱いをさせていただいて

おります。また貸付条件でありますが、資金の種類によって違いますが、１年以内の短期運転

資金、５年以内の長期運転資金、設備資金と３種類の区分になってございます。貸付限度額の

関係で申し上げますが、この中小企業融資に中に、さらに林産企業の部分と、それ以外の部分

とに分類されております。林産企業者の場合においては運転資金で１企業者につき７００万円

以内、設備資金では１企業者につき１千万円以内となっております。また、林産企業者以外の

中小企業者の場合は運転資金で１企業者につき５００万円以内、設備資金では１企業者につき

８００万円以内となっております。 

 但し、この限度額につきましては町長が特に認めた場合は、林産企業者にあっては設備資金

で２千万円以内、運転資金で１,５００万円以内、林産企業者以外の中小企業者にあっては設備

資金で１,３００万円以内、運転資金で１千万円以内まで融資が受けられこととなってございま

す。 

 なお、担保及び保証人、金融機関における保証料及び利率につきましては、金融機関の定め

るところとなっておりますが、町はこの要綱により貸付を受けた者に対しましては、保証料に

あっては全額を補助いたしております。また、短期運転資金の利率にありましては１％、長期

運転資金にありましては１．２５％、設備資金にあっては２．２５％を超える利息に対しまし

て、超える部分の利子補給を行っている状況にございます。 

 参考までに、お話がありましたように斜里町では、運転資金は通常分は短期が５００万円・

長期１千万円、設備資金は１,５００万円を融資限度額とされているようでございます。ただ、

東日本大震災対策として平成２３年７月１日から平成２５年３月３１日までの期間については、

限定で運転資金のみ短期・長期ともに２千万円の融資限度額と特別枠を設けたとのことであり

ます。また、小清水町におきましては、運転資金が短期・長期ともに５００万円、設備資金は

１千万円と、これらの関係についてはそのままということでお聞きをいたしております。 

 本融資制度の見直しの関係でありますが、今年の春に関係者で集まりましてお話をさせてい

ただき、限度額の見直しの件についてもお話をさせていただきましたが、特別枠での融資制度

ができているので、町長が特に認めた場合の運転資金または設備資金の特例枠を適用するとの

ことであれば、新たに枠を増やしても経営内容によって借りれる方と借りれない方がおります

ので、こういう状況の中でも今の時点では支障がないとのお話でありましたが、まだそれ以降

も月日が経っているわけでありますから、もう一度そこら辺についても再確認をしながら、適

切に取り扱いをさせていただければと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ただ今、町長より答弁を賜りましたが、町長が認めれば枠があるということを聞きまして、

少しは良かったなと思いますが、実際には時限でも、今答弁された短期融資制度額の拡大及び

利子の全額補填、さらに長期融資制度額の拡大など、金融対策緊急支援をなさる考えがあるか
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どうか、まず伺いたいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的には今年の春の段階で、融資限度額等について相談をさせていただいた向きがござい

まして、そうした中で現行の制度をそのまま運用をさせていただいている状況であります。先

ほども申し上げましたように、月日が経っておりますので、それ以上の厳しい環境にあるとい

うことが判断されれば、またそれなりの対応をしてまいりたいと考えているところであります。 

 但し、先ほども言いましたが、企業によって限度額をいくら上げておいても貸すのは金融機

関ですから、金融機関が経営判定をされてそこに到達しなければ、それは限度額でありますか

ら限度額以内での貸付になりますので、仮に限度額を引き上げたと言っても、必ずしもその限

度額まで皆さんが全員借りられるかということになると、また話はちょっと違うということも

ありますので、そこら辺も踏まえながら相談をさせていただければと考えているところでござ

います。 

 実質的な貸付利率の関係なども、各町でみんな違います。と言うのは、金融機関とそれぞれ

の町村との交渉ごとになってまいりますので、これらについても、どうしても金融機関の意向

をしっかりと踏まえていかなければならないので、その中での対応も含めて、慎重に対応させ

ていただければと考えております。以上であります。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 そこで、私が申し上げたいのは、町長はいくら限度額が多くても貸すのは金融機関であると

いうことなのですが、実際にこれは保証協会付きなのです。言うまでもなくおわかりだと思い

ますが。例えば、清里町を５００万だとしますと、保証協会が４００万まで良いですよと言っ

た場合、４００万を貸していただくのに利用できるのです。しかしながら、金額が少なければ

それに応じて少なくしか借りられないわけです。 

 先ほど町長が１回目の答弁で、町長が認めたらそれはないということを伺ったから、私は少

し心強く思うのですが、実際には保証協会付きということが、まず利用者にとっては大変厳し

いということが否めないのですよ。はっきり言って。ですから、できればやはり上限をきちっ

としていただければ、それなりに保証協会のほうも、例えば１千万であれば７００万になるか、

８００万になるか、私はわかりませんが、少なければ少ないだけしか保証協会では認めないと

言いましょうか、国からのそういう行政であるのかもしれません。 

 ですから、できるだけ満額は使えなくても、特に限度額については町長が認めれば良いんだ

と言ったものの、貸すのは銀行だからと言われて済まされるようなことでは困るので、今後、

金額を早急に改善策として考えていただきたいと要望して、私の質問を終わります。 

 



43 

〇議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 融資制度の見直しでありますが、我が町の場合においては特例条項があって、町長が認めれ

ばという部分で、少し他の町村よりは枠が広いかと思いますが、恒久的な部分ではそんなによ

そと変わらないということもあります。 

 改めて、中小企業者の現状と、さらには各市町村の現状を十分に調査・把握をさせていただ

いた上に、商工会や関係する林産協同組合、また金融機関とも意見調整をさせていただきなが

ら、見直しが必要と判断した段階におきましては、所管の委員会とも十分に協議をさせていた

だ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） 

 これで、村島健二君の質問を終わります。 

 次に、畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 先に通告いたしました、学校教育の振興について、質問をさせていただきたいと思います。 

 平成１８年度に教育基本法が改正され、その後、教育に関する各種の法律が改正されました。

教育行政は大きな転換期を迎えています。そのような一連の改革の中で、「生きる力」を基本

理念とした学習指導要領が改正され、小学校においては平成２３年から、中学校においては２

４年から全面実施されております。本町においても、子供たちに学習指導要領の基本理念であ

る「生きる力」を育むために、基礎的・基本的な知識、技能の習得、思考力、判断力、表現力

等の育成のため、各学校で特色のある取り組みを進めていると聞いています。 

 そこで、本町の児童・生徒に対する教育振興の取り組みについて伺いたいと思います。平成

２３年から新栄・江南小学校の統合について、これらも少子化による大きな要因でもあり、ま

た、小学校４年生のクラスも町単独の取り組みとして２クラス化。また、中学校では１年生、

２年生が３８名、３年生が４２名と微妙な人数であり、子供たちの数が年々少なくなってきて、

これらの問題の中で、児童・生徒の推移を伺いたい。また、少子化に伴う学校教育の影響と課

題をどのように捉えておられるのかを、お伺いしたいと思います。 

 ２点目についてでありますが、平成２０年３月に学習指導要領が改正され、小学校では２３

年から、中学校では２４年から全面実施されて、一部については２１年度から「新学習指導要

領」による指導になるとのことですが、清里町としての対応についてお聞きしたいと思います。

今回の改正で特に感じるのは、確かな学力を確立するために必要な授業数の確保、小・中とも

に週あたりの授業時間が１～２時間増加されたこと、総合的な学習の時間が大幅に削減された

ことであります。私の記憶では、今まで学習指導要領は、「ゆとり教育」を前面に押し出し、

学習内容が３割削減され、自ら考える力を育てると。このことから、総合的な学習の時間を新

たに取り入れられたと、マスコミ等で大きく取り上げられたと記憶しております。文部省が出

している資料を見ますと、今回の指導要領にはこれを１８０度転換し、授業日数を増加し、総

合的な学習の時間を大幅に削減して、国語・算数・理科・社会などの必修科目の授業時間が大
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幅に増えています。 

 子供たちに確かな学力を育むためには、今回の改正は当然だと思いますが、これらの主な改

正内容と清里町の取り組み、また、実践後の課題について、これら２点について教育長にお伺

いしたいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 畠山議員の学校教育の振興について、２点のご質問にお答えいたします。 

 １点目の、少子化による問題と課題についてでございます。本町においては、人口の減少や

少子化に伴い、児童・生徒の減少が進行したことなどから、平成２３年度から新栄・江南小学

校が清里小学校に統合となったほか、清里小学校及び清里中学校における１クラスの多人数化、

また、光岳・緑町小学校のような小規模校においては、学級の完全複式化による課題なども生

じてきております。 

 ここで、町全体の人口と児童生徒数の推移を申し上げます。毎年５月１日基準日の学校基本

調査によりますと、平成５年度には人口５,６８６人に対し、小学校全体の児童数が４１５名、

中学校が２１３名、合計６２８名の児童生徒が在籍しておりました。これが平成１５年度には

人口５,１２０人に対し、小学校２８５名、中学校１６４名、合計４４９名となり、児童生徒は

１０年間で２８．５％減少しております。さらに現在では人口４,４８０人に対し、小学校２０

９名、中学校１１８名、合計３２７名となり、平成１５年度と比較して児童生徒数が２７．２％

の減少、平成５年度と比べると、町全体の人口が２１．２％の減に対し、児童生徒数は半数近

くにまで減少しております。 

 このような児童生徒の減少により、清里小学校においては全学年が１クラスとなり、４年生

だけが３５人を超えるクラスとなっており、町単費で４年生については２クラス化としたとこ

ろでございます。 

 また、清里中学校においては、１～２年生が１クラスずつ、３年生だけが２クラスで、全体

で４クラスとなっており、１～２年生は３５名を超える多人数学級となっております。 

 このため、先ほど申し上げました、清里小学校においては町費により教員１名を配置して、

３５名を超える４年生を２クラスに分けるとともに、中学校においては道教委からの教員の特

別加配の２名を活用し、習熟度別などの少人数指導を行い、学力・生徒指導など、充実を図っ

ているところでございます。 

 また、光岳・緑小学校においては、現在、全学年が複式学級となり、一部学年には児童がい

ない学年も出てきております。 

 このため、各学校には、教員の配置が減少し、教頭が学級担任を持っている学校もあるなど、

学校運営への影響が出ております。 

 このことから、多人数学級の解消のため、国が導入を進めている３５人学級の早期実現につ

いて、引き続き関係者とともに強く要望していくとともに、国の制度導入の推移を見ながら、

生徒や学校状況等を十分に判断しながら、必要に応じて独自に町費による教職員の配置等につ

いても検討していく必要があると考えております。 
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 ２点目の「新学習指導要領」完全実施による現況と課題についてでございます。新しい学習

指導要領では、子供たちの「生きる力」をより一層育むことを目指しさまざまな改革がなされ

ており、小学校は平成２３年度から、中学校は平成２４年度から完全実施されております。本

町におきましては、小・中学校とも平成２１年度より一部前倒しで取り組みを進めておりまし

たが、完全実施により小学校では１週間の授業時間数が１～２年生で２時間、３～６年生では

１時間増えております。これにより、１～２年生においては、国語・算数のほか、体育の時数

を増やし、３～６年生においては、国語・算数・理科・社会の時数を増やしております。また、

５～６年生においては、新しく外国語活動としての英語を年間３５時間実施し、「聞くこと」

「話すこと」を中心とした指導が行われております。 

 中学校では、平成２４年度より１週間の授業時間数を１時間増やし、週２９時間として総体

時数を増やすとともに、総合的な学習の時間の削減により、英語を３５時間、保健体育を１５

時間、それぞれ年間で増やしております。 

 英語教育においては、外国語を通じて言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケ

ーションを図ろうとする態度の育成と、「聞く」「話す」「読む」「書く」の４つの技能をバ

ランス良く養うことを目指しております。 

保健体育においては、新たに武道とダンスが必修化されており、武道についてはすでに平成

２１年度より前倒しで剣道を選択し実施しておりますが、ダンスについても今年の１０月より

開始される予定となっております。 

 また、技術科においても、新たに必修化となった「生物育成に関する技術」に対応し、グラ

ンド横の敷地内に実習用の菜園を整備したところでございます。 

 以上のように、本町におきましては、新学習指導要領の実施に合わせて平成２１年から前倒

しで準備・移行を行ってきた関係で、比較的スムーズな移行がなされておりますが、新学習指

導要領の導入による課題につきましては、以下のような点が上げられると認識しております。 

 １点目は、年間で必要な時数が増えたことにより、授業時数の確保が難しい部分があるとい

うことであります。具体的にはインフルエンザ・吹雪等の発生による臨時休校が長期間となっ

た場合、夏休みや冬休みの期間を短縮するなどの措置をとっているとのことでございます。 

 ２点目は、児童生徒が学ぶ項目が増えたことによる指導体制の確保・充実の問題であります。

小学校における外国語の導入や、中学校における武道の必修化等により、教員の指導力の向上

を図るため、道教委においても各種研修が進められておりますが、必要に応じては地域の外部

指導者の協力も必要と考えております。 

 ３点目は、「生きる力」を育むためには、これまで以上に学校・家庭・地域の連携協力が必

要になるということであります。学ぶ内容が増加することなどから、家庭学習の重要性がさら

に増すことや、伝統や文化に関する教育の充実などさまざまな関係で、地域の人材や素材を活

用した体験学習など、質の高い教育を実践していくことが求められております。 

 以上のような課題がございますが、本町においては新しい学習指導要領に沿った中、児童生

徒の学力及び体力の向上を図るとともに、知・徳・体のバランスを重視し、健全な児童生徒の

育成に努めてまいりたいと考えております。 

 以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

〇議長（村尾富造君） 
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 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 それでは、分けて再質問させていただきます。 

 まず少子化の関係でありますが、先ほどの数字で人口から見る子供の減少について単純に見

ますと、人口が２割減ると子供が半分になると。ここら辺が微妙な部分と言いますか、これが

平均なのかということはわからないわけですが、大変な数字ではないかと思っております。平

成２５年以降の児童数について、どう推移するのかをお尋ねしたいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 現在の年齢構成から推計いたしました。現在、年間出生者数が２５名～３５名程度の幅でご

ざいます。それらから推計をいたしまして、５年後の平成２９年度の推計でございますが、小

学校では１９０名で現在から２０名減程度。中学校では１１０名で現在から１０名程度減にな

ることが、そういう統計から予想されます。以上です。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 流れからいきますと、当然児童数が減ると理解するわけでありますし、少人数学級の関係で

の国の導入の考え方は、今の政治が悪いとは言いませんが、新聞でよく出てくるわけでありま

して、３５人学級で最終的には中学生もすると言いながら、財政難で１回打ち切ったという部

分もありますし、先日の７日の新聞で、小学校・中学校３０人だったか、３５人だったか、そ

の辺がわかりましたら、国の導入計画の最新版をお聞きしたい。 

 それから、清里独自の少人数学級の取り組みについて、併せてお伺いしたいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 文部科学省は教員の定数計画を出したわけですが、平成２４年度につきましては小学校１～

２年生が３５人以下ということで、本町はたまたまそれにはかからなかったと言うのは、それ

以下だったということで該当ございません。計画があったのですがご承知のとおり、それはす

でに計画より実際の配置は遅れております。 

 今回、たまたま昨日でしたか、新聞に載っていたのは、今後５年間で中学校も含めた３５人

学級を実現したいということでございますが、これはあくまでも文科省の計画でございます。

その中には中学生も含めてと、さらには各教育委員会で学級を選べるというか、学年を選べる
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というような文言も出ておりました。これはあくまでも新聞の範囲内なので、まだ全然具体性

はないのですが、そんな動きの中にございます。 

 ただ、本町の実態を申し上げますと、先ほど申し上げた清里小学校については、たまたま４

年生だけが３９人で、他は３５人以下という実態にあります。ただ、中学校においては先ほど

も申し上げました３８人とか３７人で、たまたま３年生が４２人ということで２クラスになっ

ていると、そういう微妙なラインでございます。 

 私どもは当然、国の施策、国の財源の中で、学級編成がなされるべきだという基本的な考え

を持っておりますが、ただ、その学年によっては教室の狭隘の問題だとか、例えばそこに特別

支援が構成されていたり、そういう状況をいろいろ判断しながら今回４年生に導入させていた

だきました。ということは、５年、６年もという考え方でございます。そういう中でいろんな

部分を考慮しながら、今後進めさせていただきたいと思っております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 小学校の４年生の部分については、町単独でもこれからも続けるということでありますが、

先ほど聞いた国の導入計画の関係で、今、道の２名の加配の部分で習熟度別の指導をやってお

られると。これが、実際にこの法律が先なのか、それとも加配の２名分が打ち切られるのか、

これはどっちがどっちともわからないわけでありますが、２名の部分の措置がなくなった時に、

国の施策がなかった時に、教育委員会としてはどう捉えているのかをお聞きしたいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 先ほどの中学校の関係ですが、これは北海道教育委員会から定数プラス２名の加配をもらっ

ております。平成２２年から２名配置で３年目になりました。これは、元々の財源は国の特別

枠を使って道教委が使っているという流れがございます。 

 先ほど言った、国の３５人の定数の改正については、これからちょっと推移を見なければな

らないのですが、加配については別な角度からということになると思います。 

 ただ、この裁量はあくまでも、例えば清里の中学校が特色のある活動を行っているだとか、

要するに端的に言えば頑張っているので、それを置くことによってますます学力を伸ばすこと

ができるだとか、ある程度特色のある部分でなければ２名の加配は継続されないということで

ございます。これも３年続きましたので、４年も５年もはなかなか難しい部分も現実他町村で

はあるようでございますが、本町は今までも本当に頑張っていただいているので、文科省の全

道３カ所の研究指定校にもなったということなどから、何とか来年も特別枠をもらえるように

頑張っていきたいと思っておりますが、万が一、道の配置が打ち切られた場合、今は英語・数

学・理科を１クラス３８人ですが、実際は分けて習熟度なり、１クラスに先生が２人入って、

その３教科についてはやっているということで、これが非常に効果が出ていて、全国学力調査
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においてもある程度高い位置にあるということでございます。学校ともいろいろ協議した中で

は、ぜひこの２名の確保はしてほしいとのお話をいただいております。これが基本的なうちの

体制だと。 

 それで、これはいろいろ財源的な部分もあろうかと思いますし、当然、財政当局とも相談し

なければなりませんが、もし、道の加配２名が切られた時には、何とか町費で１名配置をして

補充してもらえればと、教育委員会としては考えております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 わかりました。その辺の微妙な部分については、何とか対応できるように一つよしなにとい

う言い方しかできないですが、お願いしたいと思ってございます。 

 この少子化の関係の１点目の質問の中で、最終的にはやっぱり高校の存続が出てくるだろう

と。ここら辺の影響が大きい。そして、この存続についてどのように考えておられるのか、聞

きたいと思いますが。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 高校の存続というのは、教育の部分でも小中高の一貫的な教育の地域の水準を守るというこ

とからも、非常に大きな課題と考えておりますし、ある反面、経済等のお話が出ておりますよ

うに、地域経済に及ぼす影響も非常に大きいと考えております。それらの部分から、確かに生

徒数は年々減少しておりますが、教育委員会としては当面、できる限り高校は存続していきた

いという基本的なスタンスを持っております。 

 そういうことから、議会をはじめ、財政当局等のご理解をいただきながら、清里高校の魅力

づくりのため、本当に他町村にも増した支援を高校にしているところでございます。高校はや

はり清里にとって、なくてはならないものであり、ここは最終ぎりぎりまで頑張るという考え

方でいきたいと考えております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 当然、高校はなくてはならないと私も思いますが、もう少し経ちますと受付勧奨だとか具体

的な数字が出てくる時期でありまして、良かったねというぐらいのお話ができれば一番良いで

すが、ここら辺は当然、中学校、高校と連携を取りながら進めている部分があろうかと思いま

すが、何かありましたらお願いしたいと思います。 
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〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 ただ今のご指摘がございましたように、中学校と高校の連携というのは非常に大きいと考え

ております。今年の教育委員会、また、中学校、高校の連携会議等々、会議を開催しておりま

すが、その中で一応方向性としてぜひこういうところを重点にしようと考えておりまして、１

点目は、先ほどもお話をいただきました、中学校と高校との連携強化であります。やっぱり中

学校の先生方、生徒、父母の方に、清里高校の頑張っている姿をいかに理解してもらうかがま

ず第一前提かなと思っております。意外とその中身については知らないということで、今日、

行政報告もさせていただきましたが、今回初めて中学校の先生、一般の先生、そして高校の先

生と一堂に会して、清里高校の取り組みを説明してもらって、お互いに中学校の先生がクラブ

活動はどうなのかとか、そういうような情報交換をやらしていただきました。こういうことが

まず大事だと思っております。 

 ２点目は、清里高校は網走南ヶ丘高校のキャンパス校でございまして、今回、校長も替わり

新しい体制になりまして、キャンパス校との連携を全道一のキャンパス校にしようと、南高の

校長とお互いに話し合って、今回具体的に進んだのが、夏休みに清里の高校生が南高の進学講

習に実は１１名出向いて講習を受けました。非常に子供たちも大変意識を強く持っていますし、

父母の方にも非常に好評だと聞いておりますし、さらに冬休みについてもやろうと。それから、

例えば土曜日の講習も清里の高校生が南高に行って受けると。それから、模擬試験も清里高校

でもいろんな模擬試験をやっておりますが、南高は進学用にいろいろやっておりますのでそこ

も受けると。そんな連携を十分しているという部分も、清里高校の魅力につながるのかなと思

っております。 

 それから部活動です。どうしても子供たちは部活動に目が向きます。ここを何とかというこ

とで、今回いろいろと当初から高校とも話をして、体育系ではバスケットの元プロ選手を呼ん

で、８月に３日間の講習を、高校と中学校両方やりました。１１月に２回目をやりますし、１

月にももう１回やります。それも中・高の連携で、ちょうど今、高校のバスケ部が多いのと中

学校も多いということもありまして、そんなことからやっております。 

 それと、高校の活動内容です。やはりもう少し知ってもらう努力をしようということなどを

考えております。 

 そんなことで、昨年がご存知のとおり１６名でしたので、今年は何としても２０名を上回る

ように頑張ろうと、高校、中学校、教育委員会が連携しながら進めているところでございます。 

 それと、ご案内のとおり９月に高校配置の計画が出ました。そういう中では今後の見通しの

部分では、従来斜里郡３町の高校のあり方という文言がございましたが、今回の見通しの中で

はその部分が消えまして、小規模校の配置のあり方という文言に変わってございます。そこの

意味する部分については、これから道教委のほうでいろいろ進めてまいると思いますが、十分

道教委と緊密な連携をしながら、本町の高校が残れるように、今後とも努力をしてまいりたい

と考えております。 

 

〇議長（村尾富造君） 
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 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 どうもすみません。聞いていて時間がなくなったらもったいないなと思って。とりあえず、

高校の関係についてはしっかりと指導していただいて、頑張っていただければと思ってござい

ます。 

 ２番目の、学習指導要領の関係でありますが、前回も心配した部分でありますが、小学校の

外国語の勉強に関してですが、これは週１時間、年間３５時間と。そして当然、光岳、緑も清

里中学校に行くということで、どの小学校もレベルを同じにしなければならないことも含めて

大変だろうと思いますので、ここら辺の先生方の研修と英語指導助手の連携について、伺いた

いと思いますが。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 本町については従来から英語指導助手が保育所・幼稚園から高校まで、いろいろ対応させて

いただいておりますが、今回、小学校５～６年生が正式に教務課程に入ったということでござ

います。それらをベースにしながら現在進めておりますが、まず、先生方については道教委の

英語の研修を受講しております。さらに、校内研修を３５時間行うよう、道教委からの指導も

出ているところでございます。今、清里小学校では校内の研修のテーマを「外国語教育」とし

まして、学校全体で英語教育について研究しているということで、先生方もいろんな部分で切

磋琢磨されているところでございます。 

 それと、英語指導助手の関係なのですが、従来から入っていたわけですが、今回５～６年生

の関係についてでございますが、例えば清里小学校は３５時間の外国語・英語の授業があるわ

けですが、そのうち３０時間は英語指導助手が一緒に入って指導していると。緑小についても

同じようにやっているということで、大部分の時間をうちの英語指導助手が加わってサポート

をしているという形で進めております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 英語指導助手の方が動いて、小学校のレベルを合わせていると理解しました。 

 この指導要領の中で、保健体育で今回初めて聞いたダンスも含めてですが、必修化になって

いると。これらは当然、柔道についてはテレビ等で大変騒いでいて、指導者の問題が出ている

わけでありますが、清里については剣道と言いながらも、同じく技術がなければできない部分

もあるかと思いますが、ここら辺の指導についてはどのように行われているのかを、お聞きし

たいと思いますが。 
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〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 今回の改正の中で、保健体育ということで武道とダンスが必修化されました。今回の「生き

る力」の中では体力だとかも入っておりまして、心と体の一体という部分で加わったのではな

いかと考えております。 

 武道の関係については、柔道については受け身の関係だとか大変問題がありますが、本町に

ついては剣道を選択したわけでございます。なぜ、なかなか剣道の選択がないかという理由に

ついては、保護者の負担が伴うという部分でやっぱり柔道を選択されている学校が多いと聞い

ておりますが、本町は平成２１年度に防具を町で購入いたしまして、それを使っているので、

基本的には保護者の負担がなく、体育館に置く場所もあるということでございます。 

 それと、指導の関係でございます。実はありがたいことに剣道連盟の会長さんからも、剣道

の指導の技術面について我々も協力しますよという暖かいお話をいただいております。これは

当然、中学校にも伝えながら進んでいるわけでございます。前倒しで平成２１年からすでに実

施をしているので、先生方もその間にいろいろ要請をしながら、ある程度指導できる段階にい

るということで、いきなり２４年からスタートするということではなくて、本町は先立ってや

ったということもあり、ある程度先生方の形もできているとのことでございます。今回さらに、

剣道の話としては今年、協会のほうで非常に有名な講師を呼んで、室は中学校でお話を全員で

聞いて、剣道とはこういうものかという基本的な話もしております。そんなことでいろんな部

分で協会にもお世話になっているわけですが、全体的にスムーズに進んでいると解しておりま

す。 

 ダンスについてはこれからスタートいたしますが、何か創作ダンスを行うということで聞い

ております。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 私が心配していたようなことはないと思って、安心しているところであります。 

 それから、平成１９年度から実施している全国学力状況調査ですが、北海道は毎年平均を下

回っているとのことで、平成２６年度までには上回りたいという目標を立てたと。これらの清

里の状況と具体的な取り組みがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 議員のご質問にありましたように、全国学習状況調査が平成１０年から進められておりまし

て、北海道はご案内のとおり、全国の最下位という状況にあります。今回、２４年度はまだ最
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終出ておりませんが、中学校等は少し良い兆しが出てきているという全道的な状況にございま

す。 

 清里町につきましては、委員会で状況等をお話した経過があると思いますが、小学校・中学

校とも全道平均を上回る結果になっておりますし、さらに中学校については全国平均を上回る

結果なので、現在のところ本当に頑張っていただいてそんな状況になっておりますが、まだ今

年の結果が出ておりません。毎年の変動があろうかと思いますが、さらに言いますと、管内は

全道の中でも下のレベルなので、その中で本町がそういう位置にあるということは大変ありが

たいと思っているところでございます。 

 取り組みの部分でございますが、夏休み・冬休みの学習サポートを小・中・高連携して昨年

から実施しておりますし、さらに今回、文科省の指定を受けたということで、中学校が新たに

終了前１０分のスタディータイムというものを設けて、そこで１日の振り返りを行って家庭学

習につなげるだとか、家庭学習の手引きも作って家庭学習を充実するということも行っており

ます。本町は学力は比較的高いのですが、実は家庭学習の時間が非常に少ないという実態があ

ります。そんな中で学力が高いということは、中学校いわく、授業時間に落ち着いて集中して

学習ができていると言われております。それにさらに家庭学習ができれば、もう少し上を目指

せるのかなと、実は欲張りで思っているわけで、今いろいろと進めているところでございます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 わかりました。 

 今回、この学習指導要領では小学校では国語・社会・理科・体育の時間が６年間で１割、中

学校では国語・社会・理科・保健体育・外国語を３年間で約１割増えています。一番心配する

のは、レベルも高くなったのも理解しますが、スポーツ少年団とか、スポーツの関係について

の心配がございます。ここら辺について影響がないのかという部分をお聞かせいただければと

思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 スポーツ少年団活動については、皆さんご案内のとおり、ジャガーズや陸上、水泳等、本当

に頑張っていただいております。そういう中で今回、授業時数が増えたことでの影響でござい

ますが、少年団については基本的に夜の活動がほとんどでございます。ですから、授業が終わ

ってすぐやるというよりも、それぞれの指導者の関係も含めて例えば５時からだとかで、小学

生については比較的影響が少ないと認識いたしております。 

 ただ、中学校においては、５時間授業だったのが６時間授業になることで、その分１時間部

活動の時間が減るわけですから、そういうことでの影響はあると思ってございます。その辺の

部分は、なかなかそれを解消する妙案はないわけですが、当然影響は多少出てきていると考え
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ております。 

 少年団については、人数についてはこれで人数が減ったという動きはあまりないようでござ

います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 わかりました。 

 それでは、あまり聞きたくない最後の質問でありますが、最近よく新聞やテレビで見るいじ

めの関係であります。これは指導要領があったからいじめがあった、なかったということでは

なく、小学校・中学校含めて、いじめによる自殺が起きてございます。清里にはいじめがある

かどうかの確認。また、学校での取り組みについて。そして、併せて不登校についてもお聞き

したいと思います。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 ご質問がありましたように、いじめについては大津市、そして北海道では恵庭、札幌という

ことで、痛ましい事故が発生しております。そのような関係で国も北海道も非常にこの関係は

危惧しておりまして、大臣のメッセージや、北海道教育委員会もいろんな対策や緊急アンケー

ト等を行っているというのが現実でございまして、当然、本町の教育委員会においても、いろ

いろと聞き取り等を行っているところでございます。例年、年２回のいじめのアンケートを実

施しております。通常は６月と９月に実施しておりますが、今回のことを受けて９月の分を８

月に前倒しして実施をしております。 

 いじめについては、皆さんご案内のとおり、何がいじめで、何がいじめでないかというのは

非常に難しい部分がありますが、見解としては子供がいじめと感じたら、それはいじめだとい

う認識をしなければならないと思っております。そういうような観点から、本町はアンケート

調査を実施した中では、実は２件ほどございました。これはアンケートの中で出てきたもので、

学校としてもアンケートで出てきていますので、やはり対応しなければならないということで

対応してございます。これについては子供たちのトラブル、けんかに近いような内容だと聞い

ておりますが、即日対応をして、解決済みとなっております。 

 本当に今日、明日のことはわかりません。全体的にはそんなような状況で、本当にいじめは

どこで発生するかわからないので、先生方も教育委員会も非常に危機感を持って、日頃から対

応しているところでございます。 

 対応としては、学校によっては週１回の先生方の情報の会議、それと月１回、先生方がそう

いう情報交換を行って、もしケースが出てくればみんなで共有して解決に努めるということを、

定例的にやっております。 

 それとやっぱり子供たちが自分がいじめられていることを伝えられる環境、これは家庭も含
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めて、そういう環境をつくらなければならないと思っています。先生方は休み時間に子供たち

に声掛けなどをやっているそうでございます。そういうことで、小さい芽のうちに何とか解決

するように、細心の注意を払って行っているとのことでございます。 

 また、不登校の関係でございますが、統計的には年間３０日を超えた場合には不登校という

統計上のくくりはありますが、本町については、継続して３０日以上不登校の子供はおりませ

ん。ただ、保健室だとかそういう部分はございますが、そのような内容になってございます。

以上でございます。 

 

〇議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 いじめの捉え方というのは個々あろうかと思いますが、私どもはやはり子供同士のいじめは

絶対あるだろうと思っています。ただ、それが大小、悪質なのか、悪質でないのかという部分

で、これは当然あるだろうと思いますし、これについては慎重な協議、そして思いやりのある

対応をしていただければ、ある程度の解決はするかと思っております。テレビ等で見ています

と、一生懸命対応を即座にやって批判を受けたり、遅くなって批判を受けたりしておりますが、

本当に子供のことを思ってやっているのかなと思います。子供たちのためにと思って、処理を

しっかりやっていただければありがたいと思います。 

 以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、畠山英樹君の質問を終わります。 

 ここで、２時５０分まで休憩といたします。 

                              休憩 午後 ２時３５分 

                              再開 午後 ２時５０分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 次に、加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 最後ですので、大変町長も疲れていると思いますので、私も聞く能力が非常に鈍くなってき

ておりますので、簡潔にお願いしたいと思います。 

 先に通告しておりました、公共施設の管理運営と今後のあり方について、町長に２点お伺い

をいたします。 

 １点目は、運営管理制度、指定管理者制度、あるいは業務委託事業、あるいは賃金職員雇用

等による直営管理、これらの５カ年間の現状、動向について、どのように把握をされているの

か。 

 もう１つは、新装オープン後の道の駅パパスランドの管理運営についてお伺いをいたします。
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この関係については、新規開業まで約半年を迎えた現段階におけるオリンピックメモリアルコ

ーナー、あるいは実演コーナー。基本的にこの道の駅パパスランドというのは、食材提供供給

施設としての補助施設でもあります。この大きな柱における現段階での地場産業の供給ルート、

あるいは管理手法、販売方法。この２点について、町長にお伺いをいたします。 

 

○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、公共施設の管理運営と今後のあり方について、お答えを

申し上げます。 

 まず１点目の、指定管理者制度、業務委託事業や臨時職員雇用等に係る直営管理での現況や

今後の動向の内容についてでございます。 

 まず、指定管理者制度及び業務委託事業、そして直営管理施設における職員雇用の状況等に

ついて申し上げます。清里町におきましては、指定管理制度によりまして、現在、６施設の運

営を行っております。昨年まではパパスランドを含め７施設でありましたが、ちょうど契約が

更新の時期であったということと、併せてパパスランドの改修・改築に入ったこともありまし

て、そういう形になってございます。また、この施設に勤務されている従業員の方は全体で１

０２名おります。年齢構成につきましては２０歳代が２４名、３０歳代が２３名というような

構成内容となってございます。 

 次に、業務を委託している施設でありますが、委託業務の場合は、施設そのものを委託する

場合と、単純な業務、警備だとか清掃だとかそれらのものを含めての話になりまして、役場庁

舎の警備業務など１６施設、延べ４４名の従業員の方が業務先において雇用をいただいており

ます。年齢構成では２０歳代が３名、３０歳代が１５名ということでございます。 

 次に、直営管理における臨時職員の雇用の関係であります。直営管理におきましても、それ

ぞれの業務、また全体のということで内容は異なりますが、札弦・緑の支所業務など１４施設

で、それぞれの臨時職員を雇用させていただいておりまして、常勤で雇用している職員数は３

６名でございます。全員が清里町内に住所を有しておりまして、年齢構成では２０歳代が９名、

３０歳代が５名という振り分けになってございます。そういうことから、指定管理、業務委託、

直営の職員の雇用ということで、全体で３６施設、１８２名の方が雇用されている状況にあり

ます。 

 今後における公共施設の管理運営に係る考え方でありますが、当該施設の管理運営業務の実

情が、民間の企業能力とノウハウにより行政サービスの向上と経費の節減に結びつき、雇用関

係にあっても維持・改善が見込まれると判断される施設につきましては、引き続き、指定管理

者制度をもって推進してまいりたいと考えておりますが、実態が想定していた内容と大きくか

け離れるような場合においては、当然に指定管理者に改善を指示するとともに、最終的には管

理運営方式について、指定管理が良いのか、業務委託が良いのか、また直営が良いのかを含め、

再検討するなど、検証を加えていく予定といたしております。 

 また、それぞれの施設における職員等の雇用の関係でありますが、基本的には直営管理の臨

時職員の採用にあたりましては、資格技能者を除き、一般事務及び作業員等については、可能
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な限り新規卒業者や独身者を優先的に雇用するなどの対応をいたしているところであります。

指定管理及び業務委託に係る雇用につきましても、若者の雇用の場として運営していただくよ

うに、受託企業者に対しても要請してまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 次に、２点目の質問であります、改築後の道の駅パパスランドの管理運営についてでありま

す。本施設につきましては、先ほどもありましたように農山漁村活性化プロジェクト推進交付

金事業の採択をいただき、農林水産直売・食材提供供給施設として、現在、建設を進めている

ところでありまして、平成２５年度から供用を開始してまいります。本施設につきましてはご

案内のように温泉入浴施設をはじめ、レストラン、実演コーナー、テイクアウトコーナー、メ

モリアルコーナーなどを有してございまして、特に野菜などの直売という形で食材提供供給施

設の指定をいただいております。また、この施設の内容でありますが、経営努力によって収益

が得られる部門、収益性の低い部門などがありまして、様々な形態の複合施設となっておりま

すので、サービスの向上と収益性の向上に、最も効率的に対処することが可能な管理運営方式

であります、指定管理者制度によって管理運営を全体として行う予定としているものでござい

ます。 

 次に、直売・売店の管理運営方法についてでございます。パパスランドの改築事業について

は、先ほども言いましたように交付金事業で実施をさせていただき、地元産の野菜などの食材

提供・直売事業が必須条件となってございます。町内の野菜生産者並びに特産品の加工業者等

を中心に、現在、直売を希望される方々による緩やかな組織化をするべく、進めているところ

でございます。具体的には、今までもパパスランドの直売所に出荷・販売をいただいておりま

した生産者の方々を基本としながら、新たに加入をいただける方を加えた緩やかな組織化を検

討しておりまして、近いうちに発足ができるように参加希望者と協議を進めているところでご

ざいます。 

 また、こうした取り扱いにつきましては、当然、指定管理者において、これらの提携がされ

なければならないわけでありますので、指定管理者の募集要項にこれらの条件を付してまいり

たいと考えております。 

 次に、レストラン・実演コーナー及びテイクアウトコーナーの運営方式でございます。補助

事業の目的であります、食材提供供給施設として設置される施設でございますので、その目的

とする食材提供を推進するため、地元で生産された小麦を加工した小麦粉を使用する麺類など

や、地場産の食材を活用した看板メニューを、レストランやテイクアウトで提供販売すること

につきましても、指定管理者の募集要項の中にしっかりと記載していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 また、オリンピックの展示コーナーの関係でございますが、札弦地区からは３名の冬季オリ

ンピック・スピードスケート選手が輩出されております。現在もコミュニティセンターに、ス

ピードスケート選手のメモリアルコーナーが設置されているところでございますが、この札弦

地区から出ている３名を中心に、ご本人並びにご家族の協力をいただきながら、オリンピック

をはじめ、世界大会等で獲得した数多くの記念の品々を展示をし、オリンピック選手誕生の地

として、札弦地域のＰＲと、道の駅としてのパパスランドの知名度の向上が図られるように、

今後ともこうした内容で進めていきたいと考えておりまして、より多くの方々の利用を期待す

るものでございます。 

 以上、申し上げ、答弁とさせていただきます。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 それでは、第１点目に関してですが、３６施設、１８２名の方々が公共施設で現在、仕事を

されている。こういう中で、データ的にも年齢構成にもあったわけですが、ちょっと聞き取れ

なかった部分もあったわけですが、２０代、３０代は、１８２名のうち何割なのかという点を。

何人で何割なのかをお願いします。できればそのうち、どのくらいの方が既婚者であったり、

世帯持ちなのかということも、併せてわかる範囲内で。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 雇用に係る年齢構成の関係でありますが、２０代の方々が３６名、３０代の方々が４３名で

ありまして、２０代におきましては１９．８％、３０代では２３．６％という数字となってご

ざいます。また、既婚者については具体的には資料がございませんので、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） 

 細かい話のように見えるのですが、実は今日の池下議員から全員の質問の共通点なんですよ。

櫛引町長は、将来活力のある、そして産業がしっかりとした形の中で、最終的にそこに住んで

いる人々が生きがいが持てる、そして花と緑と、結果的に庭園のまちだということなんです。

今日、町長は皆さんの質問の答弁の中で、しっかりとした産業と雇用の場です。こういう形を

言っているわけです。 

 私は、今回の質問の最重点項目の中で、雇用の場だと。これが第１点。町長が真剣に具体的

にその項目に努力される意志があるのかないのか。この点について、１点目でお伺いをしたい

と。清里町には過去に新規高卒者雇用促進事業補助要綱という事業があったわけです。これは

時限立法であったわけですが、その時の成果、そしてこれが時限立法でなぜ終わってしまった

のか。そして、その後の対策をどのように捉えてきたのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町で有しているそれぞれの施設について、管理運営の方式は違いながらも、全体としては大
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きな雇用を生み出しているということでございます。最も大きな部分としては、介護老人施設。

これらについてはかなりの若い方の雇用がされておりまして、清里町の若者の雇用の一翼を担

っているのかなと感じているところであります。先ほどの答弁の中にもありましたが、基本的

には臨時職員であろうと、指定管理先の職員であろうと、基本的には若い人を中心に雇用をい

ただきたいという気持ちでいっぱいでありますし、町の直接のそれぞれの部分については、そ

ういうような配慮の中で今までも採用に努めてきているところでございます。と言いますのも、

どうしても妻帯者の場合は、仮に採用にならなくても町内から出て行くということには一般的

にはなりませんが、どうしても独身者、若い人であれば、もし清里で働く場所が見つけられな

かったということになると、町外へと流出していくことにもつながってまいりますので、そう

いうことはなるべく食い止めたいという思いから、そういうような対応を今までもしてきたと

いうことでありまして、こうしたことは、今後においても引き続き、そういうような気持ちで

取り組んでまいりたいと考えているところであります。 

 但し、どうしても資格職、技能職となれば、そういう対応ができない部分も出てまいります

ので、これはそういう形の中で、どうしても資格が必要な事業主体もありますので、そういう

ことで配慮をしていきたいと思っております。 

 それから、もう１点の関係であります、雇用促進事業の過去にやった補助事業の部分であり

ますが、これは平成１６年に３カ年事業として、清里高校の新規卒業者の町内事業者への就職、

要は町内での雇用の向上を目的に設置させていただきました。内容的には、１人雇用されます

と、６ヶ月間ではありましたが、１ヶ月５万円程度を上限として、申請があったところから内

容を審査して、補助をさせていただくという内容でありました。これが残念なことに、１６、

１７、１８と３年間実施したわけですが、実態といたしましては、予算計上したわけですが、

最終的には３カ年とも１件の申請もなかったということで、１８年を最後にこの制度は中止し

ているという実情にあります。 

 また、これとは別になりますが、町内の福祉医療従事者の人材確保の事業については、先ほ

どの清里高校とは別に要綱がございます。これにつきましては、平成２０年から２４年までと

いうことで、特に福祉医療に携わる方々で、新規卒業の方を採用した場合において支援をして

いくという内容でありますが、これも平成２４年までの時限立法でありますので、今後、これ

らの関係はかなりの需要がありますし、福祉医療関係においては、かなり人材確保が難しくな

ってきているという実情もありますので、そういう実情をふまえながら、明年度に向けてはさ

らに検討を加えていきたいと考えているところであります。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 医療関係の従事については、また来年からも補助体制が検討されるということですが、これ

は従事業者ではなく、従事者ですよね。この辺をはっきりと。 

 

○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） 

 失礼いたしました。これはあくまでも従事者に対する支援であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 それで、過去には清里高校の新規採用ではなかったと。でも、清里町における公の施設では、

現在２０代・３０代で結構いますという形。妻帯者はともかくとして。そういう状況があった

わけです。方向と形を変えると、清里の産業は確かに第１次産業です。でも、１つの企業とし

たときに、清里町という大企業なんです。そして、この大企業にいる人方が、清里町のまちづ

くりの中心的存在なんですよ。そういう基本的な捉え方でいったときに、町長の説明にありま

したが、福祉関係の従事者、医療関係の従事者というのは技術が必要で、こういう地域に来る

人が非常に大変なので、結果的に補填をしていきますということだと捉えるんですよ。でも、

まちづくりの基本からいくと、そういう人も大切ですが、若い人が清里で生活を続けていける

環境、清里町の管理運営の中ではあるわけです。 

 でも、先ほど町長の答弁、今日の今までの質問の中にもいろいろあった答弁の中に、やっぱ

り費用対効果あるいは民間の活力を出していただいて、その効果があるものはそこにお願いを

する。そのことによって、業務委託であったり、指定管理であったり。でも、その業者に町と

してお願いは口頭でできるかもしれません。若い人を使ってくださいと。でも、それを文章化

させるということは非常に大変なことでしょう。 

 私は時間は割きたくないので、端的に申し上げます。私は、若い人方が清里で仕事をしてい

く環境、これは医療従事者だけに限る必要はないでしょう。ましてや、指定管理者、業務委託

をしたその会社に若い人を雇ってくださいと言って、例えばある程度の賃金でと言ったら、若

い人が労働ができないとなれば、どうしてもある程度の時間給の安い人で高齢者にならざるを

得ない場面も多いかもしれない。でも、本当に将来のことを考えた時に、この町の基本的なこ

とを考えた時に、町長がよく「子育ては充実しています」と言う。子育ては充実しているけど

も、その前に住むための仕事がないのでは困る。私は、２０代・３０代の人方が指定管理や業

務委託、あるいはいろんな形の中でしていく内容や方法はともかく、いろんな細かいことがあ

ると思います。でも、そういう人方に、やっぱり直接補填をすることによって、ハードから本

当のソフトへ。教育は将来のための投資だと言います。私は人材も同じだと思います。そうい

う明日の町を築いてくれる若い人材の雇用の場のためのソフトの部分については、町長、具体

的にどうなんでしょうか。私はそういう思いの中で、各企業、町だけではありません。清里全

体のすべての産業や職場などに対して、若い人を雇用したりした時に、企業あるいは団体も大

切でしょうが、逆にその人本人に対して直接という方法で支援していくことによって、いくと

いう方法。例えば、さっき私が聞きました「既婚者はどうですか」というのはその辺なんです

よ。町長は既婚者は清里にいてくれるから良い。独身者は仕事がなかったら他へ行ってしまう

と。でも、相手を見つけたら出て行ってしまうんですよ。やっぱり清里は住みやすい所で、良
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い職場、生きがいのある職場がある、そのための環境づくりを。そうするために町長は定住促

進のために今、販売もしているわけですよ。そういう若い人が、定住販売で定住していける環

境。そして、その実態を調べた時に、町内に住んでいる人が半分買いましたと言いますけども、

それはどういう実態の人が買えているのか。具体的な事業の展開、本当に明日のまちづくりを

考えて、清里のために、私は若い人の職場を行政がどう確保していくか。これが私の第１点目

の質問の主旨です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的に議員の質問と、私の気持ちは同じかなと思っておりますが、基本的に先ほどから申

し上げているように、できる限り若い人を雇用しながらそういう環境を作っていくという気持

ちでございます。そうした中においても、先ほどの指定管理、また委託業務の中で、指定業務

管理料の中にはそれなりの賃金枠という計算をしながら進めておりますから、それらの部分を

しっかりと確保して、若い人もこの町で最低限の生活はできるんだということで、対応をして

いければと思っているところでございます。 

 いずれにしても、先ほどの定住団地のこともございます。それらにつきましても、基本的に

よそから移住の形でどんどん人口が増えてくれればいいなという気持ちはありますが、どうし

ても実態としては、移り住む方、建て替えられる方など、いろんな方がございまして、全体１

４区画のうち７区画が今のところ販売がされておりますが、実は町外からの通勤世帯がそのう

ち４世帯あります。清里に家を建てて、町外に仕事に行かれるという方、あとの残りの方は、

地元にいて公営住宅に入っていましたが、今度は自分で新築の家を建てられるという方々が３

名ということで、少しでもよそから移住うんぬんということもそうですが、働く場所がなかな

か、現実問題としてこういう地域でありますから、次から次からというわけにもまいりません

ので、今ある近隣の所でお勤めになられている方も、家は清里でということで４世帯が今回来

ていただけるということでありますので、そういう部分も大切にしながら進めていければと考

えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今の町長の答弁の中で、若い人が従事するための業務委託や指定管理の予算化を人件費の中

で見るんだという表現があったわけです。私はそういう中で、若い人を採用しきれなかった場

合は、同じ賃金で逆に高齢者と言いますか、若い人以外の人もお願いせざるを得ない場面が出

てくるだろうと。それでは、指定管理や業務委託の価値というのはちょっと薄れていくわけで

す。民間の活力は、ある意味ではちょっと違ってくると。私はやっぱり低コストや民間の活力

の中で、きちっと運営をしていく。人件費はある程度の中で抑えていく。でも、そこで若い人

が働いたら、若い人を会社、あるいは町で採用した時に、２０代・３０代のそういう人には直
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接、やっぱり医療従事者と同じようなシステムの環境づくりをして、本当に若い人が働ける環

境の場を作っていくべきではないかという提案なんです。町長の答弁にあります、そういう部

分でしていくということになると、私はちょっと変わってくるだろうと思うんです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的にはいろんな業態がございます。町の施設で働いている方々だけに、そういうような

ことにはなりません。仮にそういうような対応をするとなれば、全町民を対象にということに

なります。たぶん、従事されている方は数千人になります。基本的にそういうことではなくて、

加藤議員が言われているのは、若い人、新規採用の部分での話かと思いますが、それらについ

ても、私の方で毎年毎年の雇用の形態と内容をしっかりと把握したものがございませんので、

これからそういう部分も含めて内容を十分に詰めさせていただき、全体の資金、そして町の財

政的にもずっとそんなことを続けていけるかどうかもありますので、その辺もふまえながら方

向性を決めていければと考えております。できる限り、基本は若い人が清里に来てもらって、

いろんな仕事に従事し、またいろんな行事に参画をしてもらうことによって、活力がそういう

ところから生まれてくると、私も感じております。そういう形に少しでもなれるような、一助

としての施策は何が良いのかをふまえながら、検討を加え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） 

 思いは一緒だと言いながら、事業の具体化が非常に私は大切だと捉えるわけです。町長は今、

予算的にも長期的に考えていかなければならないと言われました。私はこれからのまちづくり

には、清里はハードの部分はほとんど出来上がってきている。まだすべてではありませんが。

でも、それをソフトできちっと支えて、本当に豊かな町ですよと言える環境を、町長は築いて

いくと言っているんですよ。庭園のまちづくりの中で。どうぞそのことを事業の展開で、若い

人が本当に良い町だと。子育てまできちっとできているわけですから、そういう形が基本です

よと。そのことが、先ほどの前任者の質問の高校の問題までいきますし、すべてのことにつな

がっていくんだと思うんです。時間の関係もありますので、２点目に移らせていただきます。 

 基本的に新装オープンするパパス。道の駅と言っていますが、大きな柱は食材提供供給施設

によって、補助事業を展開してきたわけです。この補助事業をもらうにあたって、その目的・

手法について、計画時点で農林省に提出した計画書があると思います。その部分をちょっと読

んでいただけないでしょうか。どういうことで清里町は採択を受けたのか。 

 

○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） 

 手元にその時農林省に提出した資料はございませんけれども、基本的には先ほど来、申し上

げておりますように、農山漁村活性化プロジェクト事業の中の食材提供供給施設の設置に対し

ての事業の採択をいただいたわけでありますから、文字通り、食材の提供供給施設としての活

用を図っていくということが中心になると理解をいたしているところであります。当然、食材

提供供給でありますから、地場産の食材を供給する。その供給の仕方は、事業としては農林水

産直売・食材提供供給施設でありますので、直売の部分と食材提供とのダブルの事業になって

いるということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 細かい話なんですけども、基本はそういうことなんですよ、町長。そういう中では、計画時

点でこの施設は、そういう目的で建てられているんです。半分は。半分は町単費で温泉部門を

独自でやっていますけども。その部分が、開業半年前に至っても、地場産物の供給方法あるい

はルート、管理手法について、確立されていない。これについて、町長はどのように現時点で

感じますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 食材提供供給施設でありまして、基本的には先ほど申し上げました、地場産野菜などの直売

だとか、また、地元の食材を使ったレストランやテイクアウトコーナーでの供給ということが、

この補助事業制度の事業採択の主旨でございます。そういうことから、町といたしましても指

定管理での運営は考えておりますが、具体的に直売をどれをどのように、誰が生産して届けて

いただけるんだということがあります。そんなことから、先ほど１回目の答弁の中で申し上げ

ましたように、基本的に現在のパパスランドでも直売事業を行なっておりますので、それらの

方々を中心としながら話を進めさせていただいております。ただ、それだけでいきますと、他

の人が入る余地がなくなるということになりますから、それらの方々を中心としながら、緩や

かに新規の人方も常に入っていけるような、そういう組織化を今進めているところでございま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 管理運営については、当然、直売所または食材提供供給施設そのものについては、指定管理

制度で建物を管理運営をいたしますから、現実的には指定管理者がすべての責任を負うことに

なります。食材提供の所だけ、直売所だけは、例えば生産組織が責任を負うということではあ

りません。あくまでも、すべての責任は指定管理者が負うと。要は指定管理者がお願いして、

そこにどういう手法の方々から物を並べていくのかということになってまいりますから、その

並べていただく人方を町内の方々で、先ほど申し上げました、今もパパスランドで販売されて

いる生産者の方、さらには新しい方々を含めて、緩やかな組織を作っていただいて、基本的に
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はそこにお願いをしながらやっていくというスタイルで考えているところでございます。また、

ある一面、どうしてもその時期に品物が入らないという場合については、管理者の責任で、ど

こかからは仕入れてこなければならないと。その場合については、単品ででもお願いをしなけ

ればならない場合も出てくるのではなかろうかと。そんなことを含めて考えているところでご

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） 

 今の町長の答弁の中に、指定管理者にすべての責任がありますという表現があったわけです

が、先だっての委員会の中で、指定管理募集要項にはそういう記載をしている部分はなかった

と思うのですが、それらについては、具体的契約をきちっとしていくということは、非常に大

きな部分を町長は言われたような気がするのですが、今、町長の答弁の中には、現状として今

現在、供給している人がいると。そして、この人方を中心に進めて、それらの責任は全部指定

管理者が担っていくと。そして、当然のように、その人方だけではなく、町内の幅広い食材も

同時に提供していただいて、運営をしていきたいんだという形。でも、その責任は指定管理者

だと言ったわけですが、指定管理者はまだ定まってないんですよ。これから募集するんですよ。

町長からは、今作っている方も大切だという表現がありましたが、それは、今やっている業務

委託やシステムの中ではそういう手法かもしれない。でも、新しい指定管理者からは、こうい

う形で清里町の食材を集めながら供給していくという提案もあるかもしれない。この辺、本当

に民間の活力を出そうとしている指定管理の募集をするのか、もう定まっているのか、非常に

頭の中が混乱するのですが、もう少し的確な供給の進め方について、もう一度説明をお願いい

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） 

 まず、施設の管理の関係であります。現在建設しているパパスランドの建物については、入

浴部門は町単独の施設になりますが、合体施工ですから、一体施工になっていますので、それ

らを含めて全体を指定管理者に管理運営をお願いするというのが、基本契約になります。その

中の一部を人に貸すという契約ではありません。あくまでも全体を通じてやっていただくとい

うことであります。ですから、当然に、直売所に係る責任においても、指定管理者が負わなけ

ればならないということであります。但し、ここにおいて一番混乱するところかと思いますが、

生産物を実際に生産される方、そして、そこへ持ってきて品揃えをして置いていただく方は、

生産者です。そういうことから、生産者がそこで全部、会計から何からやるかということは、

また別の話であって、施設としての管理運営は、あくまでも指定管理者の責任でやっていただ

かなければならないということでございます。ですから、例えば冬期間は端境期で、品揃えが

どうしても地域の方々だけではできないということになれば、指定管理者は黙っていると自分
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の収益が減るわけですから、その部分はどこかから仕入れて、個別の人にお願いしてでもやら

なければならないと。それは、個別の人方に対する指定管理者の考え方でありますが、ただ、

個別でそういう仕訳をやっていくと、なかなか現実問題として、まとまりが取れないだろうと

いうことで、もうすでにやっている方々がいるわけですから、その方々を中心としながら、も

う少し柔らかい組織を作りながら、その中にお願いをしながらやっていきたいということでご

ざいます。そういうことですから、指定管理者の募集要項の中にも、その旨は、こういう組織

がありますのでということで、やっていければと思っているところであります。ですから、あ

そこの運営管理の部分を生産者に、その組織に負わせるということではありません。ただ、施

設に持ってきた食材の提供と、仮に売れ残った時に回収するだとかという部分は、両者間で取

り決めをしていかなければなりません。どこでどこまでやるか、例えば指定管理者が全部やる

となれば、その部分の経費を含めて全部計算をして、生産者側と指定管理者側の仕入れの値段

にも影響したり、売上げにも影響することになっていくと思います。 

 いずれにしても、先ほどから申し上げておりますように、指定管理としての一括委託であり

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） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 時間がもったいないと言ったら変なんですが、この話だけで終わるわけにはいきませんので。 

 そういう形であるならば、指定管理にすべての食材提供の責任がありますと、こういうこと

でいくということですね。ということは、今、町が供給の組織を作ろうと言っているのも、極

端なことを言うと、指定管理者のためにやっているという捉え方に、裏を返すとなってしまう

んですよ。 

 先日の委員会の中でもちょっとあったのですが、町長はこの予算の中で前から言われていま

す、独立採算のとれるレストランと売店部分は独立採算ですよと表現されて、そのように計算

されているわけですが、前回の委員会の中で、売店の人件費がアップされている提案がなされ

たのですが、それは、経理は全部最終的には指定管理者がしますという表現だった。それは、

今の町長の答弁とあたかも一緒のようになるのですが、基本的に行われている食材提供供給施

設は、町長は今出している人方が中心でやって、責任は指定管理と言っていましたが、本当に

それがずっと持続できるように、きちっとした契約をまず結んでいただく。このことを念を押

しておきます。それ以上言っても、らちがあかないので。 

 それともう１点。この一番大きな問題点は、補助事業で展開して建てましょうとなった時、

やはり、町費と補助事業と両方の施設だと。温泉は沸かしているので非常に経費が高くなると。

ボーリングをしましょうと。そうすることで温泉は非常に単価も安くなりますよと。施設を建

てる時には、計画時点ではものすごくいい数字が委員会には提出されていたのです。ところが、

いざできて、運用になろうとした時に、どうもいろんな数字が変わってきている。そして、ト

ータルとして２２年、２３年にかかっていた全体の経費、パークゴルフ場まで含めた経費です

が、それと来年からの見込みでいきますと、いつの間にか当初言われていた温泉を沸かしてい

た燃料代よりも、さらに圧縮されたという部分があるのです。これは、農産加工施設に今度は
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違う方式を取りますとか、いろんな部分は多少あるのですが、細かい数字を見るとちょっと疑

問点がある。 

 町長にお尋ねします。今まで、これを計画する時点から今日までの間で、委員会に出た数字

については、町長は確認されていますよね。この点についてお伺いをしておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 その都度、その都度の事業の内容と事業費の積算、経費の積算のことだと思いますが、基本

的にいちいち細かい内容までは確認しておりませんが、その方向性だけは確認しながら進めさ

せていただいているところであります。ですから、農林水産省に出した時点のことから、具体

的に作業が始まっていって、事業の内容が若干取扱いが変わったりすることによって、少しず

つそこでのバランスが当初とは変わってくるという中で、私は理解をしてきているところであ

りまして、基本的な考えについては、そんなに大きくずれてはいないと思っておりますが、こ

れからも具体的に入っていきますと、少々の部分で予定していたものと違う形にせざるを得な

いということも、器具・機材の場合で出てくる場合もありますので、そういう中では、まだこ

れからも少しは動くかなと。ただ、基本的な部分で大きく変わることはないだろうと理解して

おります。 

 それから、先ほどの食材の供給の関係であります。先ほどありました、地元の方々、今やら

れている方々を中心としながら、新たな人も取扱いをしていきたいという形の中で、柔らかい

組織を作りながらいきたいということで、そのとおりいければ良いなと思っていますが、先ほ

どご指摘がありましたように、あくまでも指定管理者の責任ですから、指定管理者が違う人と

やりたいということになったらと、ある一面、懸念されていた部分がありますので、そうなら

ないように、指定管理の中に項目として、基本は地域おこし的な部分がありますから、そうい

う方々が組織を作って頑張ってみようとしておりますので、そこの方々を中心にという話は当

然、させていただければという内容でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 大まかなことについては把握されていると。当たり前のことなのですが。実は、昨年の今日、

産業福祉常任委員会が開かれております。その時にきちっと、２２年度の数字と２５年以降の

予算の方向が１回示されているのです。そういう中で、細かい数字は言いませんが、古くなっ

たパークゴルフ場やその他の施設のトイレなどを、芝生だった所に建てているわけです。面積

的にも非常に少ない中で、３０万ぐらい今回の方が増えるのです。いろんな形の中で、基本的

な算定の項目について、ころころ変わっているこの部分。町長、一度でないです。しかも、こ

の問題については、２４年３月の予算の時に私が、きちっとしてもらわなければ困りますと要

求した場面ですよ。この部分について、いまだに正しい数字が提示されていない。今月末に開
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くであろう委員会にやっと提示されてくる。それでもまた修正がかかるかもしれない。こうい

うことのないように、少なくても開業を目の前にして、あってはならないことだと、このよう

に思います。 

 それともう１つ、オリンピックのメモリアルコーナーがあるのですが、これはオリンピック

だけの展示コーナーで限っていくのか。あるいは、清里町におけるいろんな団体、例えばスポ

ーツ少年団だったり、そういう宣伝の部分にちょっとでも活用していくのか。そこだけに限定

をしていくのか。仮にオリンピックだけに限定するとしたら、物を置くだけなのか。あるいは、

これは営業権の問題がありますし、今、プロ契約をされているなど、いろんな環境があります

が、例えば出身地だということで、グッズの販売をメーカーと協議をして進めていくだとか、

あるいは、すばらしかったあの感動の一瞬をボタンを押すとビデオが見れるだとか、そういう

具体的な案があるのかないのか。要請をしていこうという努力があるのかないのか。この辺に

ついてもお伺いをします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 展示コーナーの関係でありますが、基本的に先ほども申し上げました、札弦地域から３名の

オリンピック選手が輩出されております。これは、こういう小さな地区としては極めて異例な

ことかなと思っております。それは一面、特性にもなると考えておりまして、基本的には札弦

地域から輩出された３名の方々においての展示コーナーということで、スタートをさせていき

たいと考えているところであります。また、グッズ等の販売の関係ですが、パテントとかいろ

んな問題があって、かなり現実的には難しいです。特に岡崎選手の場合は、まだまだ現役の富

士急の選手でありますから、写真を使うのも許可をいただかない限りは使えないという状況に

もありますので、そこら辺がいつまでもそういう形ではないと思いますから、来るべき時期に

は検討を加えながら、少し特徴のあるものとしてやっていければ良いなと思っておりますが、

今時点ではなかなかそこまでは行き切れないだろうと思っております。 

 また、コミュニティセンターにも展示コーナーがあります。あれは、清里から輩出された４

名の皆さん方ということですが、主に大きく出ているのは、特に有名な岡崎選手、糸川選手の

物が一番多いわけでありまして、あれはあれといたしまして、まだまだたくさんいろんなグッ

ズ等があると聞いておりますし、また、大会で優勝したりした時の多くの記念品を保有してあ

るということですから、そういう物の展示を中心にやっていきたいと考えてございます。 

 それから、今、なるほどなと思ったのが、ビデオなどで映像を見れる。別に映像を撮ってく

るのではなく、今までいろんな放映をされていた部分での映像など、手持ちの物も整理をさせ

ていただいて、もし、うまい形でやれるのであれば、そこら辺もちょっと検討してみる方向で

いければと考えているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 もう１点というか、もうちょっとあるのですが、実演コーナーの関係ですが、これも先ほど

の町長の答弁では、指定管理者にお任せするという表現があったわけですが、これは清里町の

食材で、基本的には何をしようとしているのか。そして、指定管理者以外の人方で、例えば清

里町のこの食材を使って試食をさせてあげたいという場合は、どういう扱いをしていくのか。

この辺については、どのように見解をお持ちなのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 実演コーナー、テイクアウトコーナー、レストランを含めて食材提供供給施設でありまして、

基本的に指定管理者の運営の中の一部として、実演を指定管理者が、例えばこの時期にはそば

のことをやってみようだとか、この時期はうどんのことをやってみよう、パンのことをやって

みよう、パスタをやってみようとか、いろいろ計画があろうかと思います。それは、指定管理

者としての企業のノウハウと努力という部分になるのかなと思っておりまして、それがタイミ

ング的に、指定管理者が抱えている料理人がやれる部分もあるでしょうし、また、それ以外に

お願いをしなければできないという特殊な技能の方もおられると思いますので、それはその中

で、地元の方でこういうのをやって、少しＰＲしたいとなれば、指定管理者と十分相談をしな

がら、その中を使わせてもらいながら、仮に売上とかが出てくれば、レストランの売上、また

テイクアウトの売上という形になるのかなと。技術料はまた別の話になりますが、そういう中

でも活用ができるように、指定管理者にはしっかりとその辺も含めて、内容をお話させていた

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） 

 今の町長の答弁は、ものすごく大切な意味合いがあるのです。と言うのは、テイクアウトの

部分は共用部分という説明になっているんですよ。費用の分の中で按分しますとなっているの

です。でも、今の町長の答弁なら、指定管理者の利益の出る部分なんですよ。共用部分ではな

いんですよ。ここをはっきりしてください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 時間が迫っているので、もったいないので。その部分と、売店部分も共用部分に入っている

わけですが、そういう中で、費用の見方でもう少しきちっとした精査が、開業半年前で、町長

の説明と委員会での説明が食い違っているんですよ。こういう一体感のない説明は、議会はい
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いです。町民の皆さんに失礼ですよ。 

 もう時間がありませんので、３０分と約束していたのに、とうとう１時間になってしましま

したけども、基本的に今日の６人の一般質問は、町長が常に言っている明日の清里への思い、

本当に過渡期に来ているぞと。これが６人それぞれの質問であって、全部かけ離れた質問では

ないです。庭園のまちづくり、町長が抱く構想、その構想のために、教育の問題があり、福祉

の問題がある。町長、今日の答弁は、具体的答弁がちょっと足りなかったと思います。私は夢

はいらない。現実としての一歩をどうぞ、２５年度の予算に反映されるよう希望して、私の一

般質問を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほどのテイクアウトコーナーの関係でありますが、あくまでもテイクアウトコーナーその

もの、要は実演コーナーの所は、レストランと一体施設でありますが、テイクアウトの待合室

は共用部分ですということでありますから、そこのところがちょっと、一般的にテイクアウト

と名前がつけば、全部そうだと思うかもしれませんが、この図面にもテイクアウトコーナーそ

のものについては、レストラン部分としての措置をさせていただいております。但し、テイク

アウトの待合の部分については、皆さんがそこで待つ休憩所的な要素がありますから、それは

共用部分としての処理をさせていただきますということでありますので、ご理解をいただけれ

ばと思います。 

 それから、最後のことでありますが、今日それぞれご質問をいただきました。それぞれの分

野にわたってご質問をいただいた内容、もとは、今お話をいただいたところではないかなと、

私もしっかりと肝に置きながら、２４年度以降の事業、そして２５年、さらに私の任期の中で

しっかりとした方向性ができるように、一層の努力を続けてまいる所存であります。以上であ

ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、加藤健次君の質問を終わります。 

 これで、一般質問を終了いたします。 

 

●日程第１０  議案第５０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第５０号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第４号）を議題としま

す。 

 本件について、提案理由を求めます。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５０号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第４号）に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 
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 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ６,８８１万６千円を追加

し、予算の総額を４８億２,９４６万６千円とするものです。第１条第２項につきましては、後

ほど、事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条の債務負担行為につきましては、議案

書を３枚お開き願います。第２表債務負担行為補正のとおり、１．追加として、パパスランド

ポスレジ機器リース事業について、期間、限度額を記載のとおり定めるものです。 

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

は、普通地方交付税の交付額の確定により、基金繰入金の減額並びに新たに必要となりました 

事業等の補正措置となります。はじめに、今回の補正提案をさせていただきます。主な事業の

内容についてご説明申し上げますので、別冊の審議資料の１ページをお開きください。それで

は、補正予算概要よりご説明申し上げます。なお、事業費内の上段の括弧内の数字は、補正後

の当該事業の予算総額であり、財源内訳については、資料に記載のとおりでありますので、特

異的なもの以外は説明を省略いたします。総務費の１目一般管理費・ニュージーランドモトエ

カ訪問事業につきましては、姉妹都市提携を結んでいる モトエカ町との交流促進を図るため、

町長及び随行職員が訪問するための旅費を２名分、９１万８千円を補正するものであります。

衛生費・２目予防費・各種予防接種事業につきましては、定期予防接種実施要領の改正に伴う

新たなワクチン購入費と、それに伴う健康管理システム改修委託料、合わせて１８６万３千円

を補正するものです。次の３目各種医療対策費・国民健康保険事業特別会計繰出金、３０１万

６千円の補正につきましては、国民健康保険事業の安定的な事業運営を図るため、一般会計か

ら繰出しを行うものであります。農林水産業費・２目農業振興費・農地集積協力金交付事業に

つきましては、農地集積及び分散化農地の連担化を円滑に行うため、農地集積協力金として、

３００万円を補正するものです。これに要する財源は、全額道補助金となります。商工費・１

目商工振興費・清里町店舗改修事業につきましては、店舗のイメージアップと商店街の活性化

を図ることを目的に、店舗改修に要する費用の一部補助を行うため、５００万円を補正するも

のです。２目観光振興費・パパスランド設備整備事業につきましては、新設するパパスランド

開設に向けて、消耗品及び器具購入費など合わせて２,４０５万２千円を補正計上するものです。

次の、パパスランド外構整備事業、４０６万４千円の補正につきましても、新設するパパスラ

ンド開設に向けて、噴水等の撤去に係る工事請負費の補正を行うものであります。次の２ペー

ジ、パパスランドボイラー交換事業、３０６万６千円につきましては、パパスランドの既存ボ

イラーを交換するものです。土木費・１目道路橋梁費・道路修繕維持事業につきましては、位

置図は３ページ、４ページになりますが、大雨等により損壊した町道の補修及び測量委託等を

行う事業費として、８９９万円の補正を行うものであります。教育費・１目学校管理費・小学

校照明器具取替事業、１４０万３千円、並びに次の３目生涯学習総合センター費・プラネット

照明器具取替事業、１１９万８千円の補正につきましては、各小学校及び生涯学習総合センタ

ーの長時間使用する蛍光灯をＬＥＤ照明に交換し、電力の節電と照明器具の長寿命化を図るも

のであります。次の２目トレーニングセンター費・トレーニング器具購入事業につきましては、

屋内用ランニングマシン２台を整備する事業費として、２９８万８千円を補正するものであり

ます。５目学校給食センター費・給食センター蒸気ボイラー取替事業、６６３万６千円の補正

につきましては、既存の給食調理用蒸気ボイラーの老朽化に伴う取替工事請負費を補正するも

のであります。 

 それでは続いて、事項別明細書により補正予算の内容につきまして、ご説明申し上げますの
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で、別冊の補正予算に関する説明書をご用意ください。 

 先に、歳出よりご説明申し上げますので、一般会計の事項別明細書４ページをお開きくださ

い。なお、ただ今、補正予算概要によりご説明申し上げました事業につきましては、説明を一

部省略させていただきますので、ご了承願いたいと思います。１款総務費・１目一般管理費の

補正につきましては、先ほどご説明申し上げました、ニュージーランドモトエカ町訪問のため

の旅費の補正になります。２目財産管理費 ２５節積立金の補正につきましては、清里町神威 

木塚雅之様から１００万円を図書館蔵書整備のためご寄付いただきました。また、ふるさと寄

附金として２件、６万円を、それぞれ財政調整基金に積立を行い、今後の目的に沿った事業に

充当してまいります。３款民生費・１目社会福祉総務費・１９節負担金補助及び交付金９６万

円の補正につきましては、社会福祉協議会補助対象経費の増額によるものであります。２目障

害者自立支援費の補正につきましては、前年度実績精算に係る国庫及び道負担金の精算による

過年度返納金であり、補正額は４６万９千円となっております。４款衛生費・２目予防費１８

６万３千円の補正、並びに３目各種医療対策費３０１万６千円の補正につきましては、先ほど

ご説明いたしましたので説明を省略させていただきます。財源内訳の特定財源２９０万２千円

につきましては、道補助金の確定に伴い財源充当を行うものであります。４目環境衛生費・２

８節繰出金１３９万９千円の減額につきましては、農業集落排水事業 特別会計繰出金の確定に

よる 調整措置となっております。５款農林水産業費・２目農業振興費３００万円の補正につき

ましては、先ほどご説明いたしましたので 省略をさせていただきます。８目農山漁村活性化対

策費の補正につきましては、特財源内訳のその他３,９００万円の減額につきましては、基金積

立金を減額し、一般財源に振替を行うものであります。６款商工費・１目商工振興費５００万

円の補正につきましては、先ほどご説明申し上げましたので、説明は省略いたします。２目観

光振興費・１１節需用費、１４節使用料及び賃借料、１５節工事請負費及び、次の６ページ、

１８節備品購入費、合計３,１１８万２千円の補正につきましては、先ほどパパスランド施設整

備でご説明申し上げましたので、説明を省略いたします。財源内訳の特定財源その他３,５７０

万円の減額につきましても、基金積立金を減額し、一般財源に振替を行うものであります。７

款土木費・１目道路橋梁費８９９万円の補正につきましても、説明を省略させていただきます。

２目住宅建設費の補正につきましても、特定財源である基金繰入金１,８４１万７千円を減額し、

一般財源に振替を行うものであります。９款教育費・１項教育総務費・２目教育諸費・１１節

需用費２３万円の補正につきましては、緑町小学校教員住宅の修繕を行うものであります。２

項小学校費・１目学校管理費及び４項社会教育費・３目生涯学習総合センター費の補正につき

ましては、学校の各種修繕及びＬＥＤに照明器具取替工事費につきましては、先ほどご説明申

し上げましたので 説明を省略させていただきます。次の８ページ、２目トレーニングセンター

費から５目学校給食センター費まで、合わせて１,０４４万５千円の補正につきましては、体育

施設の器具購入と修繕料及び給食センターの修繕料とボイラー取替工事費を補正するものであ

ります。１０款公債費・１目元金につきましては、特定財源であります 基金繰入金３,８８３

万７千円を減額し、一般財源に振替を行うものであります。 

 それでは、歳入につきご説明いたしますので、１ページにお戻りください。歳入につきまし

ては、総括でご説明申し上げます。９款地方交付税１億８,９８２万５千円の補正については、

一般財源として所要額を補正するものであり、１６款繰入金１億３,１９５万４千円の補正は、

すべて基金繰入金の減額となっております。この他の各款の歳入につきましては、補正概要及
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び歳出の中でご説明申し上げましたので、説明は省略いたします。 

 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５０号についてを採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５０号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第４号）については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１１  議案第５１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第５１号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第５１号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、９５８万８千円を追加し、予算の総額を４億

３,２０２万１千円とするものでございます。第２項につきましては、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ので、一般会計の次、薄茶色の表紙、介護保険特別会計事項別

明細書をお開きください。今回の補正は、本年度の介護給付費の当初申請による、国庫負担金

及び道負担金の介護給付費負担額の減額と、支払基金交付金の増額及び現在までの給付の伸び

に基づく保険給付費の増額補正、併せて平成２３年度介護給付費の確定精算の道負担金及び支

払基金の追加交付及び超過交付分、さらに繰越金の確定よる補正を行うものでございます。 

 はじめに歳出からご説明いたしますので、４ページをお開きください。第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、７７３万６千円の補正は、これまで

の実績に基づく居宅介護サービス給付費の増額を見込むので、財源は国道支出金が１６２万６
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千円の増額、これは先ほど申しました当初申請による国庫負担金及び道負担金の介護給付費負

担金の減額と、平成２３年度介護給付費の確定精算による道負担金の追加交付の合計でありま

す。その他財源、８７９万６千円は支払基金交付金で当初申請による増額と、平成２３年度介

護給付費の確定精算による追加交付金の合計でございます。一般財源５６万６千円は繰越金と

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

金の一部１５６万６千円を基金に積み立てるものであり、一般財源は繰越金でございます。６

款諸支出金・１項償還金及び還付金・１目還付金、２８万６千円の補正は、平成２３年度介護

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

す。財源内訳の一般財源は、繰越金でございます。 

 次に歳入につきましては、総括表で申し上げますので、１ページにお戻りください。３款国

庫支出金、４款道支出金、５款支払基金交付金は特定財源で、８款繰越金は一般財源でござい

ます。 

 以上で、補正予算の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 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５１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５１号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１２  議案第５２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第５２号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第５２号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計補正
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予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１,０９１万６千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ、７億３,３８６万４千円 とするものでございます。 第１条第

２項につきましては、別冊の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、前年度繰越金の確定及び前年度医療費確定に伴う負担金などの

返納金の補正を行うものでございます。 

 それでは、歳出よりご説明いたしますので、黄色の事項別明細書の３ページをお開きくださ

い。３款後期高齢者支援金等・１目後期高齢者支援金につきましては、 過年度分の療養給付費

交付金の追加に伴う財源振替であります。１１款諸支出金・２目償還金・２３節償還金利子及

び割引料１,０９１万６千円につきましては、前年度の負担金及び補助金の精算による返納金の

確定に伴い、療養給付費負担金返納金１,０８７万２千円、特定健康診査等負担金返納金１万４

千円、出産育児一時金補助金返納金３万円を補正するものであります。特定財源のその他８０

１万６千円は一般会計繰入金３０１万６千円、国民健康保険事業基金繰入金５００万円でござ

います。 

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

さい。４款療養給付費交付金及び９款繰入金につきましては特定財源であり、１０款繰越金に

つきましては一般財源であります。 

 以上で、提案理由の説明を終わせていただきます。 

 

○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５２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（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５２号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１３  議案第５３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第５３号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 
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 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５３号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）につきまして、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４６万２千円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ５,９８３万３千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、前年度繰越金の確定に伴い補正を行うものでございます。 

 それでは、歳出からご説明いたしますので、緑色の事項別明細書の２ページをお開きくださ

い。２款後期高齢者医療広域連合会納付金・１目後期高齢者医療広域連合納付金４６万２千円

につきましては、前年度分保険料を納付するため補正をするものであります。 

 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。５款

繰越金につきましては一般財源であります。 

 以上で、提案理由の説明を終わせていただきます。 

 

○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５３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（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５３号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第５４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第５４号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 
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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５４号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 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３０４万６千円を追加し、

予算総額を８,１６６万４千円とするものであります。第２項につきましては、後ほど事項別明

細書によりご説明申し上げますが、今回の補正は、平成２３年度決算処理に伴う繰越金の確定

による調整措置として、繰越金を全額、基金へ積立てを行うものであります。 

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

道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の２ページをお開きください。歳入につきましては 

４款繰越金であり、補正額は３４０万６千円であり、補正後の繰越金は５４０万６千円となり

ます。歳出につきましては、４款基金積立金に、歳入補正額となります３４０万６千円を全額

積み立てるものです。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（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５４号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第５５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第５５号 平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 ただ今上程されました、議案第５５号 平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計補正
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予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１０５万円追加し、予算総

額を１億１,２７４万円とするものであります。第２項につきましては、後ほど事項別明細書に

よりご説明申し上げますが、補正の内容は、平成２３年度決算処理に伴う繰越金の確定による

調整措置及び施設修繕費の補正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いたしますので、別冊の説明資料、農業集

落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをお開きください。歳出よりご説明

申し上げます。１款総務費・２目施設管理費１０５万円の増額は、処理施設における機器類の 

修繕料として増額補正するものであります。３款公債費・１目元金につきましては、前年度繰

越金の確定による財源調整措置として、一般会計繰入金を１３９万９千円減額し、繰越金を財

源とする一般財源へ振替えを行うものであります。次に、歳入についてご説明いたしますので、

１ページにお戻りください。歳入につきましては、総括でご説明いたします。４款繰入金につ

きましては、繰越金の確定により調整措置であり１３９万９千円を減額補正、５款繰越金につ

きましては、平成２３年度繰越金の確定により、２４４万９千円を増額補正いたします。以上

で、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（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５５号 平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１６  議案第５６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第５６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）を、

議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 
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○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第５６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 
 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１２０万円を追加し、予算

の総額を歳入歳出それぞれ６,８９１万５千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。今回の補正概要は、歳入の財産収入を１千円

追加し、６７２０万１千円とし、繰越金を１１９万９千円追加し、１６９万９千円といたしま

す。歳出におきましては、総務費で報償金を９０万円追加し２９１７万９千円といたします。

それでは、歳出よりご説明いたしますので、別冊のうぐいす色の焼酎事業特別会計の事項別明

細書の３ページ目をお開きください。１款総務費・１目一般管理費は１２０万円の増額であり

ます。製品リニューアルアドバイス報償金として、８節報償費・報奨金を１２０万円増額いた

します。続いて、歳入につきまして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。１款財産収入は利子及び配当金で１千円の増額。これは、積立金の利子でございます。

２款繰越金は１１９万９千円の増額で共に一般財源であります。 
 以上、補正予算の説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５６号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、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５６号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました 
 

●日程第１７ 認定第 1 号 ～ 日程第２３ 認定第７号 

○議長（村尾富造君） 

 次に議事の都合上、日程第１７ 認定第１号 平成２３年度清里町一般会計歳入歳出決算認

定についてから、日程第２３ 認定第７号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決

算認定についてまで、都合７件を一括議題とします。 

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

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

が、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 
 したがって、議長と監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上、審査することに決定しました。 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 会議の時間の延長でございますが、本日の会議時間は、議事運営の都合により、若干延長い

たしますので、よろしくお願いいたします。 
                              休憩 午後 ４時１９分 
                              再開 午後 ４時３０分 
 
○議長（村尾富造君） 
 引き続き、会議を開きます。 
 決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告いたし

ます。委員長 澤田伸幸君。副委員長 畠山英樹君。以上のとおり、報告がありました。 
 なお、審査の日程は、本日から１４日までの３日間に決定したとの報告がありましたので、

お知らせしておきます。 
 お諮りします。 
 決算審査特別委員会が終了するまで、休会にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、決算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会とすることに決定しました。 
 本日はこれで、散会いたします。 
 

散会 午後４時３１分 
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平成２４年第８回清里町議会定例会会議録（９月１４日） 
 
平成２４年第８回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 
 
１．応招議員は次のとおりである。 
    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 
    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 
    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 
    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 
    ５番 畠 山 英 樹   
   
２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 
 

３．出席議員は次のとおりである。 
    出席議員は応招議員に同じである。 
 
４．欠席議員は次のとおりである。 
    なし 
 
５．遅刻議員は次のとおりである。 
    なし 
 
６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 
 
７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 
    町       長   櫛 引  政 明 
    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   小 貫  信 宏 
    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 



80 

 
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。 

   認定第１号～認定第７号（決算審査特別委員会審査報告） 

   意見案第７号  森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書について 
   発議第 ２号  議員の派遣について 
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                                                        開会 午後３時１０分 

●再開・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 
 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

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

定により、議長において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  認定第１号～認定第７号（決算審査特別委員会審査報告） 
○議長（村尾富造君） 
 日程第２ 認定第１号 平成２３年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定

第７号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件を一

括議題とします。 
 本件について、委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長 澤田伸幸君。 
 
○委員長（澤田伸幸君） 
 平成２４年９月１２日、第８回清里町議会定例会において、決算審査特別委員会に付託され

た。平成２３年度清里町一般会計及び各特別会計の決算認定について、審査の結果、次のとお

り決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。記 １．審査案件 認定第

１号 平成２３年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第７号 平成２３年

度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで。２．審査期日 平成２４年９月１

２日から１４日まで３日間。審査の結果、各会計とも認定すべきものと決定した。４．委員会

の意見 平成２３年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算について、審査を行った結果、

各会計はそれぞれ適正に予算執行及び事務処理が行われており、初期の目的が達成されたもの

と認める。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標においても、健全財政を維持していると

判断するが、町税、使用料等の自主財源は、人口の減少や景気の低迷等により大きな伸びは期

待できない。また、主要財源である地方交付税においても、国の財政状況や政策等による影響

も懸念される。平成２４年度よりスタートした、第４次行政改革大綱の着実な推進を望むもの

である。ついては、今回の決算審査特別委員会の意見等を十分検討され、明年度以降の予算編

成や行政運営に生かされるように望むものである。 
 
○議長（村尾富造君） 
 委員長の報告に対する、質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
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 本件については討論を省略し、一括採決することに、ご異議ありませんか。 
（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、これから認定第１号から認定第７号までを、一括して採決します。この採決は、

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

は、起立願います。 
（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、認定第１号 平成２３年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第７号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件は、

委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 
 

●日程第３  意見案第７号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第３ 意見案第７号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書につい

てを、議題とします。本件について、提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員長 村島健

二君。 
 
○７番（村島健二君） 
 意見案第７号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書について。本件に

ついて、地方自治法第１９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９月１４日提出。清里町議会産業福祉常任委員会委員長 村島健二。（以下、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、ご異議なりませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、意見案第７号を採決します。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する方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
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 起立全員です。 
 したがって、意見案第７号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書につ

いては、原案のとおり決定されました。 

 お諮りします。 

 ただ今、可決されました意見書の提出先、並びに内容の字句等については、その整理を要す

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、意見書の提出先、並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定

しました。 
 

●日程第４  発議第２号 
○議長（村尾富造君） 
 日程第４ 発議第２号 議員の派遣についてを議題とします。 
 お諮りします。 
 本件については、記載の内容で議員の派遣をしたいと思いまので、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。したがって、本件については、原案のとおり派遣することに決定しま

した。 
 
○議長（村尾富造君） 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 
 会議を閉じます。 
 平成２４年第８回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 
 

                               閉会 午後 ３時５０分 


