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平成２４年第９回清里町議会定例会会議録（１２月２０日） 

 
 平成２４年第９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   石 井  幸 二 
    農 業 委 員 会 長   成 戸  昌 道 
    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 
    選 挙 管 理 委 員 長   工 藤  特 雄 
    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 
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    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 
    農業委員会事務局長   斉 藤  敏 美 
    監査委員事務局長   柏 木  繁 延 
    選挙管理委員会事務局長   島 澤  栄 一 
 
８．本会議の書記は次のとおりである。 
    事 務 局 長   柏 木  繁 延 
    主       任   鈴 木  由美子 
 
９．本会議の案件は次のとおりである。 
   議会報告第１号 平成２４年度定例監査の結果について 
   諮問第 １号  人権擁護委員候補者の推薦について 
   承認第 ８号  平成２４年度清里町一般会計補正予算（第５号）専決処分承認について 
   一 般 質 問  （２名 ２件） 
   議案第５７号  町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
   議案第５８号  清里町奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例 
   議案第５９号  パパスランドの指定管理者の指定について 
   議案第６０号  平成２４年度清里町一般会計補正予算（第６号） 
   議案第６１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２号） 
   議案第６２号  平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   議案第６３号  平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 
   議案第６４号  情報通信基盤機器購入契約の締結について 
   発議第 ３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９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２番 池下昇君、３番 勝又武司君を指名いたします。 

 
●日程第２  会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

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

 本定例会の提案件数、議案の内容から判断して、本定例会の会期は本日１日間とすることが

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

 お諮りします。 
 本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日１日間にしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 
（「異議なし」）との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●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４点について、ご報告申し上げます。 

 １点目、議員の派遣状況及び会議・行事等の出席状況についてであります。 

 １０月９日北見市で行われた、網走地方森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会定期

総会に村島議員が出席し、平成２３年度決算、平成２４年度事業計画、予算計画等について、
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審議を行ったところであります。１０月２３日、８町議会議員の参加の下、北網ブロック町議

会議員研修会が置戸町で開催されました。北海道町村議会議長会事務局長より、「議会改革の

課題」、地方自治法改正等について、講義を受けたところであります。１０月２３日～２６日

まで、北海道町村議会議長会優良府県視察が実施され、議長会役員として村尾議長が参加され

ました。香川県、愛媛県において、記載の内容で視察が行われました。２ページをお開きくだ

さい。１０月３０日～３１日まで、オホーツク圏活性化期成会秋季要望活動が行われ、村尾議

長が期成会副会長として参加され、記載の内容について、北海道知事、道議会議員に対し、要

請活動を行っております。１１月３日、東京清里会総会が開催され、村尾議長が町関係者とと

もに出席いたしております。会員との情報交換及び交流が行われました。１１月１４日、第５

６回町村議会議長全国大会が東京都で開催され、村尾議長が出席しております。決議、特別決

議の内容は７ページ～１１ページに添付しております。また、記載の要望事項２４項目につい

て、関係省庁に要請活動がなされたところであります。第３７回豪雪地帯町村議会議長全国大

会について、議長全国大会に引き続き開催され、１２ページにあります事項が決議され、また、

記載の要望事項８項目について、関係省庁に要請活動が行われたところであります。４ページ

をお開きください。１１月１５日～１８日まで、北網ブロック町議会議長会他府県行政視察が

福岡県、熊本県、鹿児島県において記載の内容で実施され、北網ブロック８町議会議長会の一

員として、村尾議長が参加されました。１１月２２日、北網ブロック市・町議会正副議長会議

が清里町で開催され、北見市議会、網走市議会を含む１０市町議会正副議長により、共通する

課題について、協議・情報交換が行われました。１２月５日、斜里郡３町議会の副議長・常任

委員長で構成される、斜里郡３町議会連絡協議会が清里町で開催され、３町の共通する課題に

ついて協議がされました。その他の会議・行事等について、記載の会議に議長・副議長・所管

常任委員長をはじめ、各議員が出席いたしておりますので、ご報告申し上げます。 

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

催されておりますので、ご報告申し上げます。 

 ６ページをお開きください。３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２４年９月分、

１０月分、１１月分について、１３ページ～１５ページのとおり提出されております。いずれ

も適正であるとの報告であります。 

 ４点目、平成２４年第９回清里町議会定例会説明員等の報告について。１６ページのとおり

となっております。 

 以上で、議長諸般の報告を終わります。 

 
○議長（村尾富造君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町長一般行政報告を申し上げます。 
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 まず、大きな１の主要事業報告でございます。１点目の、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、去る９月２４日～３０日までの日程で、ニュージーランド・

モトエカ町との国際交流姉妹都市の協定に基づき、両町での交流・親睦が一層深まることを願

いまして、ケンプトン市長、モトエカ・清里友好協会、そしてタスマン地区の地方議会に対し

まして、表敬訪問をさせていただいたものでございます。清里町の子供たちの受入れに対する

お礼と清里町への訪問について要請をしてまいりました。なお、モトエカ町では歓迎交流会を

はじめといたしまして、モトエカ高校、小学校、綿羊牧場などを視察しておりますし、また、

清里高校とモトエカ高校の姉妹校の締結の調印にも立ち会ってきたところでもございます。 
 続きまして２点目の、国道３３４号道路整備促進地域連携会議総会及び要望についてであり

ます。総会につきましては、１０月５日に大空町東藻琴総合支所にて行われておりまして、平

成２３年度事業報告及び平成２４年度事業計画について、原案のとおり承認されております。

また、役員改選が行われました。次期代表には現在の山下大空町長より林小清水町長になると

いうことで選出がされたところでございます。要望行動につきましては、１０月１２日に網走

開発建設部、１０月１７日に北海道開発局に対しまして、関係の市町の首長により早期整備促

進についての要望活動を行っております。 
 次に２ページをお開きください。３点目のオホーツク圏活性化期成会秋季要望についてでご

ざいます。１０月３１日に活性化期成会の市町村長及び議長におきまして、総務班・総務文教

厚生１班・総務文教厚生２班・農林水産班・建設経済班の５班に編成いたしまして、北海道に

対しまして秋季要望活動を行っております。私は建設経済班といたしまして関係の首長及び議

長とともに、記載の１１項目の要望事項につきまして関係部局に活動を行ったところでござい

ます。 
 続きまして４点目の、全国町村長大会についてであります。１１月２１日に東京・ＮＨＫホ

ールで行われてございます。全国町村会長の挨拶の後、野田内閣総理大臣他３名の方より来賓

の挨拶をいただき、大会次第に基づきまして記載の特別決議１件と８項目の大会決議及び３５

項目にわたる大会意見を採択いたしまして、内閣府及び関係省庁に実行活動を行ったものでご

ざいます。 
 次に５点目の、災害時における応急対策活動に関する協定の締結についてでございます。１

１月２７日に一般財団法人北海道電気保安協会と協定の締結をさせていただいたものでありま

す。本協定におきまして、災害時における公共施設等にかかる電力復旧のために必要な調査及

び電力復旧工事の監督・指導・検査が迅速に図られることとなったものでございます。 
 続きまして６点目の、特別叙勲についてであります。前選挙管理委員会委員長 故若松明氏

に対しまして、９月２５日付をもちまして旭日単光章が授与されておりますので、ここに謹ん

でご報告をさせていただきます。 
 続きまして３ページをご覧ください。７点目の平成２４年秋の叙勲受章についてであります

が、元斜里地区消防組合清里消防団長 片岡保弘氏が１１月３日付をもちまして瑞宝双光章を

受章されております。町民の皆さんとともに心よりお祝いを申し上げます。 
 続きまして４ページをお開き願います。大きな２の主要事業の執行状況についてあります。

１点目の議決工事の進捗状況についてでありますが、１２月１５日現在の平成２３年度繰越工

事進捗状況であります。光岳小学校屋内運動場等改築工事につきましては、記載の工期・工事

内容により事業を進めておりましたが、工期どおりに完成をしたところでございます。続きま
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して同じく１２月１５日現在における平成２４年度工事進捗状況についてであります。農林水

産直売・食材提供供給施設整備工事でありますが、記載の工期・工事内容により工事を行って

おりまして、現在躯体の施工中でございます。進捗割合は４０％となっております。続いて公

営住宅建設工事でありますが、本件につきましても記載の工期・工事内容により事業を実施い

たしております。現在の進捗状況は内装が完了いたしまして、試験調整及び外構工事の施工中

でございます。進捗割合は９５％となってございます。 
 次に５ページをご覧ください。大きな３の主な会議・行事等の報告についてであります。ま

ちづくり対話懇談会につきましては、９月１８日～２０日までの３日間で清里・札弦・緑地域

において地域住民の皆さんを対象といたしまして、第５次総合計画推進管理状況の報告及び地

域課題などにつきまして対話懇談会を開催したものでございます。３地区で３６名の出席をい

ただき、さまざまな課題について意見交換が行われております。次に第２回清里町地域振興懇

話会でございます。１０月３０日、役場各種委員会室で行われております。記載の関係機関・

団体より代表の方々の出席をいただきまして、本年度における町の主要施策並びに事業の進捗

状況などについて報告をさせていただいた後、各関係機関・団体よりそれぞれ情報提供とまち

づくりや地域振興方策等について、意見交換が行われたところでございます。次に清里町顕彰

式・表彰式でありますが、１１月１日、町民会館で開催されております。８名・２団体の方々

に対しまして、顕彰条例及び表彰規則に基づき、顕彰状、表彰状を授与させていただいたもの

でございます。受彰された皆さんに対し、改めて心よりお祝いを申しある次第でございます。

次に東京清里会総会であります。１１月３日に東京・レストランサンミにおいて開催されまし

た。清里町からは村尾議長、石井教育委員長、居城農協組合長、川筋観光協会長、そして私と

事務局３名の計８名での参加でございました。東京清里会からは岡本会長、岩佐前会長他６０

名の方が参加されました。岡本会長の挨拶に続きまして清里町から今年の出来事や町の取り組

み等について報告させていただき、参加者による交流・懇談が行われたところでありまして、

盛会のうちに終了いたしたところでございます。次の自治会長会議でありますが、１２月４日

に町民会館で開催されております。年末年始における公共施設の利用時間、また冬期間におけ

る除雪体制など、当面する事務事業の周知、連絡及び依頼事項などについて、それぞれ所管課

より説明をさせていただいたものでございます。次に光岳小学校屋内運動場等落成式でありま

すが、１２月１６日、光岳小学校体育館で行われております。町議会議員・教育委員会委員・

ＰＴＡ役員・関係自治会長・教育関係者・保護者そして児童の参加をいただく中、屋内運動場

及び音楽特別教室の落成を祝い、式典が行われたものでございます。なお、式典の終了後には

新装された体育館におきまして、保育所児童及び小学生による学芸会が行われております。 
 以上申し上げ、町長一般行政報告といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 
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●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．主要事業報告であります。１点目、文部科学大臣表彰受賞について、前教育委員

会委員長 二俣勝氏が長年、教育委員・委員長として、地方教育行政の発展に寄与した功績が

認められ、１０月１７日付で文部科学大臣表彰を受賞されました。 
 ２点目、平成２４年度オホーツク管内市町村教育委員大会について、１２月６日、網走市に

おいて開催され、教育委員全員が出席をいたしております。内容でありますが、講演のうち１

本は、昨年被災地支援のため、清里中学校から仙台市の高砂中学校に派遣されていました、高

橋教諭より実践報告が行われました。 
 大きな２．主な会議・行事等の報告であります。１点目、清里高校生海外派遣研修事業につ

いて、今回から高校生に特化した派遣となり１年生全員１６名、今年度の経過措置として２年

生７名、随行教員・職員合わせて一行２７名が、９月２２日～３０日まで９日間、ニュージー

ランドでの海外派遣研修を終えて帰町いたしました。また、この期間中に清里高校とモトエカ

高校の姉妹校締結書の調印が行われましたので、今後、学校間の交流がより促進されることが

期待されます。 
 ２点目、第２１回清里町スポーツフェスティバルについて、１０月８日、体育の日、緑ヶ丘

公園を会場にパークゴルフやゲートカーリング、小学生向けの競技、キッズ・ザ・チャレンジ

に、１０３名が参加して実施されました。 
 次の２ページをお開きください。３点目、社会教育委員兼生涯学習総合センター運営審議会

委員会議について、１０月２６日、定例の会議が開催され、案件は平成２４年度の清里町文化

賞・スポーツ賞の選考、公共施設管理公社の見直しについて審議されました。 
 ４点目、北海道教育委員会教育委員来町について、１１月９日、北海道教育委員会の鶴羽教

育委員、随行のオホーツク教育局 西崎局長が来町され、清里小学校並びに清里中学校の学校

視察・訪問がありました。本年度、両校は文部科学省の指定事業「確かな学力の育成にかかる

実践的調査研究」の推進校となっておりまして、各校の学力向上の取り組みについての聞き取

りや実際に授業を参観されました。 
 ５点目、北海道清里高等学校創立６０周年記念式典・祝賀会について、１１月１０日、来賓、

教職員、生徒など約２００名が出席して記念式典が盛大に開催され、６０年の節目を祝うとと

もにさらなる飛躍を誓いました。 
 ６点目、第４０回清里町自治会対抗３００歳バレーボール大会について、１１月１８日、ト

レーニングセンターにおいて４チーム６０名が参加して実施されました。 
 ７点目、第５６回清里町文化祭について、１１月３０日～１２月２日の３日間にわたり開催

され、展示部門は１５団体、個人８名の出展、舞台部門は記載の３部構成での発表が行われま

した。また、食事等の提供では自治会女性部連絡協議会、子供を守る会などのご協力をいただ

き、３日間を通して延べ１,２００人の来場のもと、盛会裏に終了いたました。 
 ８点目、平成２４年度清里町文化賞・スポーツ賞授賞式について、１２月２日、文化祭会場
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において開催され、地域の文化・スポーツの振興に寄与し、また、全国・全道大会において活

躍されました個人４名及び１団体に文化賞・スポーツ賞を授与いたしました。 
 次の３ページをご覧ください。大きな３．教育委員会の開催状況であります。第６回から第

８回まで、記載の内容で開催されておりますのでご報告申し上げます。 
 大きな４．その他であります。全道大会の出場結果についてお知らせいたします。 
（１）清里中学校陸上部の関係でございます。第１９回北海道中学校新人陸上競技大会が、９

月２２日から千歳市で開催され、中学２年男子１名が１００メートル・走り幅跳び競技に出場

いたしました。第３０回北海道中学校駅伝競走大会が、１０月１４日、新得町で開催され、結

果は５６チーム中１６位と健闘いたしました。 
（２）清里中学校野球部の関係でございます。第９回北海道中学校軟式野球選抜選手権大会が、

滝川市で開催され、結果は善戦しましたが２対４で１回戦敗退となりました。 
（３）清里高等学校の関係でございます。第４６回全道高等学校音楽発表大会が、９月２７日

から岩内町で開催され、今回は美幌高校・小清水高校との３校合同により、３５名編成で大会

に出場いたしております。結果は奨励賞を受けております。次の４ページをお開きください。

第３４回北海道高等学校弓道選抜大会北北海道大会が、１０月１３日から芦別市で開催され、

団体女子が出場しましたが予選敗退となっております。 
 以上申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 
 
○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 
                              （「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 
 これで、教育長一般行政報告を終わります。 
 

●日程第６  議会報告第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 議会報告第１号 平成２４年度定例監査の結果についてを議題とします。 
 本件について、監査委員の報告の説明を求めます。代表監査委員 篠田恵介君。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君） 
 ～監査結果報告～ 
 
 
○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、議会報告第１号 平成２４年度定例監査の結果についてを終わります。 
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●日程第７  諮問第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ただ今上程されました、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につきまして、ご説明を申

し上げます。 

 本件につきましては、現在、委員をされております小松修二氏が平成２５年３月３１日をも

って任期満了となりますので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、小松修二氏を再任

いたしたく、委員候補者として推薦することにつきまして議会の意見を求めるものでございま

す。人権擁護委員法第６条第３項は「市町村長は法務大臣に対し、人格・識見がともに高く、

広く社会の実情に通じ人権擁護について理解のある方の中から議会の意見を聞いて候補者を推

薦しなければならない」とする規定でございます。 

 小松修二氏は、人格・識見ともに優れた方でありますので、満場でのご同意を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 なお、任期は平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日までの３年間でございます。 

 次のページに経歴などを記載してございますので、ご参照いただきたいと存じます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 本件については、議会先例により討論を省略します。 

 これから、諮問第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとおり推薦するこ

とに決定しました。 

 

 

●日程第８  承認第８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 承認第８号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第５号）専決処分承認につ

いてを議題とします。 



10 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 
○総務課長（島澤栄一君） 
 ただ今上程されました、承認第８号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第５号）専決

処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、地方自治法の定めに基づき、専決処分をいたしましたので、議会に報

告し、その承認を求めるものです。議案書を１枚お開きください。今回、専決処分をいたしま

したのは、記載のとおり、平成２４年度清里町一般会計補正予算（第５号）であり、平成２４

年１１月１９日付けをもって専決処分をさせていただきました。 

 議案書を、１枚お開き願います。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出に

それぞれ４２０万円を追加し、予算の総額を４８億３,３６６万６千円とするものでございます。 

 第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げますが、補正の内

容につきましては、平成２４年１２月１６日執行の第４６回衆議院議員総選挙並びに第２２回

最高裁判所裁判官国民審査に係る選挙費用を専決処分により補正を行ったものでございます。 

 それでは、事項別明細書によりご説明を行いますので、平成２４年度補正予算に関する説明

書の一般会計歳入歳出予算事項別明細書（第５号）の３ページをお開きください。 

  はじめに、歳出についてご説明いたします。２款総務費・２目衆議院議員選挙費４２０万円

の補正につきましては、１節報酬から１８節備品購入費まで、それぞれの節の必要な経費、合

わせて４２０万円を衆議院議員選挙費として補正を行っております。 

 次に、歳入につきましては、１ページの総括表でご説明いたします。９款地方交付税が２０

万円、１３款国庫支出金が４００万円、それぞれ増額補正となっております。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、承認第８号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、承認第８号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第５号）専決処分承認に

ついては、原案のとおり承認されました。 
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●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。 

 順次発言を許します。村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 事前に通告しております、清里町中小企業融資制度要綱改正について、緊急つなぎ資金につ

いて、お伺いしたいと思います。 

 まず、緊急つなぎ資金について、町として町内中小企業の育成並びに経営の合理化を促進し、

経済的支援の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、清里町中小企業融資制度

を設け事業を推進している、という文書を各中小企業者にファックスでお知らせしたことは、

言うまでもありません。融資制度を改正し、年末年始の資金繰り対策として緊急つなぎ資金を

実施されたものと認識をいたしておりますが、別枠としてこの度の緊急つなぎ資金は、あまり

にも私から申し上げますと、この２ヶ月間で償還するということは、利用者側としてはあまり

にも短すぎるつなぎ融資と考えますが、町長はこのようなことを業者に対しての価値観だと、

私は思いますが、まずこの点から伺いたいと思います。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、ご質問をいただきました、清里町中小企業融資制度要綱の中での、緊急つなぎ資金

についての質問に、お答えを申し上げます。 

 まず、清里町における中小企業融資制度の概要について、前段申し上げたいと思います。本

町における中小企業者への融資につきましては、昭和３５年に清里町中小企業融資制度を制定

し、実施されてきております。ただ今、ご質問にありましたように、町内中小企業者の事業基

盤となります、金融の円滑化を図ることを目的に創設されておりまして、融資の対象者は、町

内に独立した事業所または店舗を有している中小企業者を対象にしてございまして、かつ、事

業を引き続き１年以上経過した方々に対する融資制度となってございます。また、貸付条件に

つきましては、資金の使途別に運転資金と設備資金に分かれておりまして、この運転資金も１

年の短期ものと、５年の長期ものと、内容が分かれております。また、貸付額でありますが、

運転資金では１企業者につき、林産企業の場合で７００万円、設備資金では林産企業者に対し

ては１千万円以内となっております。林産企業者以外につきましては、運転資金では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、

町長が特に認めた場合については、この額を増額できるということで、増額の規定についても

整理されているところでございます。なお、保証料につきましては、近年は保証人を付けると

いうよりも、保証協会に保証料付きで融資をお願いするというスタイルが増えてきておりまし

て、この保証料については融資を受けた方、希望される方については、全額を町で保証料を支

援しているという内容であります。また、利子補給率につきましても、それぞれ短期の運転資

金、長期の運転資金、設備資金で、それぞれ貸出金利に対して末端金利を定めまして、その差

額分について町が利子補給をしているという内容になってございます。 
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 ご質問の緊急融資の、今回のつなぎ資金の関係でありますが、今般、長引く景気の低迷と、

消費の流出などの影響により、中小企業者は厳しい経営状況が続いているところでございます。

そしてまた、この年末年始にかけては、資金が緊急的に逼迫するという状況が発生する場合が

あるということに鑑みまして、商工会や金融機関、林産協同組合とも十分に検討・協議を行う

中で、緊急する年末年始の資金繰りを支援するためのつなぎ資金として、追加をしていきたい

ということであります。 

 このつなぎ資金の内容を申し上げますが、貸付額につきましては、１企業につき５００万円

以内、これは通常の中小企業融資の別枠ということでの扱いをしてまいりたい。貸付実行期間

については、１２月１５日～平成２５年１月１５日までの１ヶ月間で、この年末年始の期間だ

けの貸付期間であります。償還期限につきましては、ご質問がありました平成２５年３月３１

日までとする短期の資金でございまして、利子補給率は１００％、要は無利子の資金という形

で運用をしていきたいということであります。 

 ただ今もご質問をいただきましたが、貸付期間が短すぎるのではないかとのご意見でありま

すが、本資金はあくまでも年末年始に、それぞれ入金を予定していた売上金等の代金が、何ら

かの理由で入金されなかったなどの一時的な資金ショートに対応するための、緊急のつなぎ資

金としての性格で実施をさせていただくものでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 なお、これらの扱いにつきましては、現在、商工会及び林産協同組合及び金融機関におきま

して、対象となる企業者に対して、内容等を周知していただいております。融資を希望される

方々に利用いただけるものと考えております。また、昨日現在で、すでに１件の申込みをいた

だいているとの報告をいただいておりますし、問い合わせも数多くいただいているとのことで

ありますので、そうした緊急の資金ショートに対しての一定の効果があると、判断をしている

ところであります。 

 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） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今、町長からつなぎ資金について、説明がございましたけれども、何度と申し上げるのは大

変失礼とは存じますが、先ほど私が、このつなぎ資金が短いと言ったのは、例えば半年とか、

１年とかであれば、利用する方も大変便利だと私は考えます。しかしながら、短期間の２ヶ月

でということで、先ほど１件申込みがあったと伺いましたが、私はあまりにもつなぎ法案とい

うような名にふさわしくないようなものではないのかと、私自身そう考えております。 

 この点について、再度、この期間を２ヶ月ではなくて、受付は１２月１５日～１月１５日ま

での１か月間で受付しているようですけれども、これを２ヶ月で返すということは。申込んだ

方もおられるということですから、実際に効果があったか無かったかは私はわかりませんけれ

ども、この点について、再度伺いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 今、ご意見をいただきました、貸付期間が短いということでありますが、確かに期間的には

１ヶ月間での年末年始の申込み、そして実際に償還は３月３１日までにお願いしたいというこ

とでございますが、これは先ほども申し上げましたように、本来であればこの年の瀬に入金を

予定していたものが、何らかの理由で入らなくなってしまったと。ただ、年を明けたらそれは

入ってくるんですという、本当のつなぎ的な要素でやっていく資金ということで、今回この部

分を上乗せしたという形でございます。確かにそういう形でも、長ければ楽になるというのは

確かでありますが、これは短期の資金ショートに対応する特別融資という形でご理解いただき

たい。通常の運転資金としては、中小企業融資制度がありまして、その中で対応をお願いした

いと思いますので、そちらの方は先ほども申し上げましたように、１年資金と５年資金という

ことでの運転資金もございますので、そちらのご利用をいただければと思っております。 

 今回は短いものですから、本当にそれだけの対応でやっていきたいということですから、利

子補給は１００％行うという、本当のつなぎ資金としての性格がすごく強く出た資金かとは思

いますが、そういう中でご理解をいただければと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 それ以上はならないのだろうと思いますけれども、私も９月の定例議会におきまして、中小

企業融資制度についてお尋ねをした経緯がございます。 

 今まで、この何だか変わったことが、その後見直し・検討されておられるのか。９月の答弁

では所管委員会とも検討させていただくという回答をされておりますので、見直し・検討をさ

れたのかを伺いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 中小企業融資制度の全体的な見直しということで、村島議員より９月定例議会の一般質問の

中でご質問をいただいております。その時も申し上げましたが、新年度に向けた対応の中で、

現状における中小企業の状況、また、近隣のそれらのものも参考にしながら今後検討させてい

ただくと。また、改正の必要性が出てきた時においては、委員会とも十分に協議をさせていた

だきたいということで、ご答弁を申し上げたところでございます。その後、現状の状況、中小

企業の経営環境を取り巻く状況は、何ら変わらないどころか益々厳しくなっているという状況

を認識いたしておりますし、近隣の制度など、今、資料がほぼまとまる段階でございます。そ

ういう中において、商工会や林産協同組合、そして金融機関とも今、事務的な検討作業に入っ

ているところでございまして、具体的な部分として見直しを実施していこうという考え方を持

っております。なお、具体的などういうふうにやっていくかという部分については、今申し上
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げましたような中で、事務的にまずは検討させていただき、その後所管の委員会とも検討を加

えながら、また、２５年度の予算の中で予算措置が必要となってまいりますので、それらも含

めて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） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 検討されて、見直していただくということでありますから、期待をしたいと思います。 

 次に、これは私が前回９月の時に申し上げましたように、保証協会というものがございます。

保証付きでございまして、この保証協会があるがために、銀行がいくら貸したいと言っても保

証協会がだめだと言われますと銀行は貸すことはできません。はっきり言って。ですから、こ

の保証協会が、結論を言いますとネックなんです。この保証協会というものがネックになって、

やっぱり銀行もＯＫが出せないと。これは現実にそうなんですよ。銀行側も何となくそういう

ような示し方をされております。この点について、町長の考えがあればお聞きしたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の質問、極めて難しい内容でありますけれども、町の融資制度の中では担保という項

目がありまして、基本的には保証人担保という方式も実はあります。但し、最近は保証人にな

ってもらうというのが、なかなか難しい状況でありますから、どうしても保証協会に保証料を

お支払いをして、そして借りていただくというのが最も多い形になっているのかなと思います。

保証協会にいたしましても、融資したやつが仮に焦げ付くということになりますと、保証協会

がその額を補償しなければならないという形が、どうしても出てきているということでありま

して、やっぱり保証協会としても審査をされるんだと思いまして、そういう中で、どこまで融

通性があるのかというのは、私どもも図りかねるところがありますが、金融機関さんが実際に

は窓口となって融資をされるわけですが、金融機関さんも万が一のことを考えて、保証協会な

りにその部分を保証してもらうというスタイルを取っている経過もございますので、何かここ

ら辺について、かなり難しい話であろうとは思いますが、良い方法等があれば、金融機関さん

や商工会関係の方々とも相談をしながら、原融資が保証できるような形での何か良い方法が取

れるものかどうか、いろいろと検討させていただきたいと思います。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今後また検討するという言葉が出ましたけれども、是非ともやはり早急に見直していただき
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たいと。今、町長が答弁されたとおりでございますから、それ以上は申しませんけれども、そ

のとおりであります。９月の定例議会でも私は申し上げておりますけれども、町長が認めれば

良いということも、今日また同じようなことを答弁されたわけですけれども、これは昭和３５

年頃からある制度で、実際に何十年も経っておりますけれども、「町長が認めれば」というそ

の言葉、これは実際にそういうことがあったのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的には本則でありませんので、なかなかそこの部分については実情がない。私の記憶の

範疇では実情がないということで、本則の中で整理がされてきている、そういうような実態に

あると思います。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 無いというようなことでございますけれども、多分無いでしょう。これは一例でありますが、

この前は大まかに質問した経緯がありますけれども、これは隣町の斜里町でありますけれども、

私がこの前、町長に申し上げたのは、増額をしてくださいと。今、現実に５００万で、保証協

会は４００万まで認めているのですよ。金額は一例でありますけれども、斜里町は２千万です

よ。長期で。１千万まで短期だと伺っておりますけれども。この金額がどうしても少なければ

少ないなりしか借りれないということを、認識していただかなければいけないと思うのですよ。

ですから、私が増額してくださいと言うのは、例えば今申し上げましたように、５００万で４

００万借りて利用できる。先ほど、今後考えているということですから、是非やってもらわな

ければ困るのですよ。１千万だと、例えば５００万で４００万ですから、１千万だとその半分

にしたって７００万なり８００万なりが利用できるのではないかと。このように借りることが

可能になるように、今後是非とも増額と言いましょうか、金額を上げていただきたいと、この

ように要望したいと思います。この点について。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 中小企業融資の改正に向けたご意見ということでございますが、基本的には見直しをしてま

いりたいということで、その見直しの内容の中には当然、貸付額、また貸付期間、利子補給率、

これらについても見直しをかけていきたいと考えておりまして、その見直しの方向性としては、

額はこれからいろいろ協議をしていかなければならないと思っておりますが、方向性としては

貸付額の限度額の引き上げをしていきたいと思っておりますし、利子補給の額についても、適
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正な率に改正をしていきたいと考えている次第でございます。また、より具体的な部分につい

ては、所管の委員会の中で、そういう内容について協議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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 最後になりますけれども、緊急対策としてこのつなぎ融資を考えていただいたことは、誠に

私たち中小企業者としても喜ばしいことだと感謝するところであります。ですから、今後、こ

の厳しい社会情勢を踏まえていただいて、絵に描いた餅にならないような融資と言いましょう

か、やっていただきたいということを要望して、終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、ご意見をいただきました部分について、大所高所いろいろ検討を加えながら、より

活用のしやすい制度としての改善になるように、協議を重ねてまいりたいと考えております。

よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、村島健二君の質問を終わります 

 次に、前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 通告に従いまして、再生可能エネルギーについて、３点ほど質問させていただきます。 

 東日本大地震により、福島第一原発の事故が発生し、国のエネルギー基本政策が根幹から議

論されております。２０３０年に向け、原発の依存度を０%にするのか、あるいは何カ所かの

原発を稼働させ、段階を追って順次減らしていくべきなのか、未だに議論が分かれているとこ

ろでございます。しかし、それらの原発の依存度を減らす上で、代替エネルギーの確保の観点

から、再生可能エネルギー固定買取制度、いわゆるＦＩＴ（フィット）が７月１日から施行さ

れたところでございます。また、節電への取組みとして夏には皆さんご承知のとおり、計画停

電の導入、あるいは輪番停電等が実施され、北海道においてはこの冬の電力供給がひっ迫され

ることが予想され、計画停電もあり得るということで、寒さの厳しい北海道で暖房が使えなく

なれば、大変厳しい深刻な状況になるということがあります。そのような判断の中で、７％の

節電要請が出ているところでもございます。そんな中、代替エネルギーの確保、そして省エネ、

節電と、エネルギーに対し、報道されない日々はございません。大変大きな問題になっている

ところでもございます。 

 さて、清里町においても早い段階から、各種公共施設に太陽熱利用あるいは太陽光発電、そ
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して温泉熱利用によるヒートポンプの活用あるいは種々のロードヒーティング等もあります。

そして、再生エネルギーの活用を多々実践してきているところでもあります。そのことは十分

理解しているところでございます。 

 そして今回、町は再生可能エネルギー導入の調査を外部委託し、年度内の報告書が提出され

ることと聞いております。そして、先の総務文教委員会でも中間報告として太陽光発電におい

ての事業モデルの提示がございました。そのことについて、太陽光発電の可能性について、現

段階で町長はどのように捉えているのか、ご説明願います。 

 また、省エネあるいは節電対策、そして二酸化炭素の削減対策に対し、町民向けにどのよう

に周知し、取り組んでいくのか。また、今後、省エネ・節電対策をどのように執り進めるのか、

お考えをお聞かせください。 

 以上、２点の質問を踏まえ、今後、再生可能エネルギー活用の将来構想を、まちづくりの中

でどのように組み込んでいくのか、町長の今考えている思いをお聞かせ願います。 

 まだ最終的な報告書が提出されていない中の質問ですが、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、ご質問をいただきました、再生可能エネルギーの活用について、お答えを申し上げ

たいと思います。 

 まず、活用の関係の太陽光発電の可能性、それから省エネ、二酸化炭素等の削減に関する町

民の意識啓発、それと再生エネルギー活用の将来構想、この３点のそれぞれの項目の前に、活

用に関する基本的な考え方を、まず申し上げたいと思います。 

 本件については、平成９年に開催されております、地球温暖化防止京都会議で、化石燃料に

よる二酸化炭素の排出量を制限するために、地球温暖化防止の枠組みとしての京都議定書が採

択されたところであります。そうしたことから、国におきましては化石燃料に代わる新たなエ

ネルギーの導入を推進するために、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法を制定し、

新エネルギーの導入・普及に努めると共に、平成１０年度には地球温暖化対策の推進に関する

法律を制定するなど、現在、国を挙げて環境対策に取り組んできているところでございます。 

 また、併せて、先の東日本大震災による原子力発電所の事故など、そういう状況が重なって

きて、なお現状においては、脱原発と併せながら省エネルギー対策と、代替エネルギーの確保

について、議論がされているところでございます。 

 本町におきましても、こうした背景を踏まえながら、太陽光、太陽熱、地中熱、水力等の再

生可能エネルギー、いわゆる自然エネルギーの地域資源の活用、さらには、再生可能エネルギ

ーの今般の固定買取制度の創設など、こういうものを背景に踏まえながら、地域資源としての

自然エネルギーの地産地消を進め、クリーンエネルギーを活用した環境に優しいまちづくり、

そして公共施設における維持管理費等の節減、さらには、事業投資効果によるまちづくり施策

を推進するために、再生可能エネルギーの事業化と普及・拡大を図っていきたいと考えてござ

います。 

 そこで１点目の、太陽光発電の可能性でございます。ご案内のように、現在、北海道地域新
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エネルギー導入加速化事業の調査費の補助採択をいただく中で、本町においては９月２０日か

ら明年２月２０日の期間での、これらの再生可能エネルギー賦存量、利用可能調査を、外部に

業務委託調査を行っているところでございます。これらの調査項目の内、売電を目的とした太

陽光発電につきましては、他の再生可能エネルギー資源などの調査に先駆けまして、それぞれ

の調査箇所における利用可能性の概要等について、中間報告を先に受けたところでございまし

て、この結果によって、所管の委員会にも報告をさせていただいているところでございます。 

 今回の中間報告の内容でありますが、調査を依頼いたしました８カ所の町有地の内、送電線

の容量や送電線までの距離、土地の形状、建物・立木等の支障物件の有無、設置可能面積など、

また発電効率や売電による事業採算性などについて調査をいただいた結果、現状におきまして

はその８カ所の内、最も効率が良く、可能性が高いと思われる箇所につきましては２カ所でご

ざいまして、先の委員会でもお話をさせていただきました、緑市街地の町有地と旧江南小学校

跡地、この２カ所と判断をいたしているところでございます。 

 従いまして、現状におきましては、これらの２カ所を売電を目的とした太陽光発電事業の有

力な候補地として、検討を進めてまいりたいと考えているところであります。 

 但し、現在、江南小学校の跡地につきましては、学校跡地の活用について地元自治会とも検

討・協議をやっている最中でございますので、そうした違う面での協議が並行して進められて

おりますから、これらの結論が出るまで、そしてまた、併せて小水力発電の調査も、江南の送

電線を必要とする箇所での調査が入っているところでございまして、これらの結論を待ちなが

ら、江南については取り扱いをしていかなければならないと考えてございまして、そういうこ

とからいけば、直ちに検討を先行できるのは、基本的には緑市街地かなと考えているところで

ございます。 

 次に２点目の、省エネ・二酸化炭素削減等に対する町民意識啓発方策についてでございます。

省エネ対策の関係につきましては、先ほども申し上げました、東日本大震災での原発事故とい

うことで、脱原発に向けた国民意識の高まりや、全国的に深刻化する電力不足を受けまして、

今年の夏も、北海道においては７％の節電要請があったところであります。また、この冬にお

いても、具体的な節電要請という姿はとっておりませんが、節電に向けた協力依頼という形で、

現在進められているところでございまして、町におきましては、こういう要請・協力等を受け

ながら、自治会長会議や各種の会議、町広報などを通じながら、それぞれの要請と合わせて、

節電意識・意欲の向上の啓発を行っているところでございます。引き続き、これらのことにつ

いても進めてまいりたいと思ってございます。 

 省エネや二酸化炭素等の削減に向けた、それぞれの施設の整備というものも必要であります

けれども、併せて、こうした啓発活動による省エネルギー・節電というものの重要性というの

は、極めて大きいと判断をいたしているところでありますので、町民の皆さんを対象としなが

ら、先ほど申し上げましたように、今後とも積極的にこうした啓発活動を続けてまいりたいと

思っておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 次に３点目の、再生可能エネルギー活用の将来構想であります。ご案内のように、町では今、

調査を進めておりまして、この調査結果ということに最終的にはなってまいるかと思いますが、

現在において、プラネットや小・中学校、プール、トレーニングセンター、保健福祉総合セン

ター、街灯等の各公共施設においては、再生可能エネルギーの自賄いによる経費の節減、これ

ら自然エネルギーを活用した環境への負荷を軽減する観点からと、併せて災害時における電力
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網の確保、電力の確保という観点からも、防災施設や避難場所も合わせて、太陽光発電をはじ

めとする再生可能エネルギーの導入についても、積極的・計画的に進めていきたいと考えてご

ざいます。 

 また、小水力発電の関係ですが、これらについても調査結果によりますが、可能ということ

になれば、最も安定した電力の供給施設ということになりますし、また、設備の償却年数が極

めて長いということで、安定的な施設としての可能性が出てまいりますので、これらについて

は、売電を目的とした施設としての設置を考えていきたいと考えております。 

 このように、全体といたしましては、売電を目的とした太陽光発電と小水力発電の整備、そ

れと公共施設等の維持管理経費の節減を主目的とした、それぞれの発電、また、太陽熱、地中

熱などの再生可能エネルギーの導入、これら２つに大きく分けながら、導入の推進をしていき

たいと考えているところであります。 

 先ほど来、申し上げておりますように、あくまでも調査結果を待たなければ、最終の判断は

できないと思っているところでありますが、そういう中で、今後いろいろ検討を加えてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、中間的な報告の中で、賦存調査が行われて、有利性の部分で太陽光発電ということが今、

クローズアップされていると認識しております。 

 町内における遊休町有地において、２点ほどの土地が出てきました。確かにそういう部分で

は、かなり具体性のある調査が出たのかなと思っております。 

 ただ、その部分でまた一つ、いろいろ問題があるかなと思うところがありまして、札弦地区

に民間のメガソーラー施設も建設されております。そして、いろんな部分で個人向けのソーラ

ー発電、かなり当町においてもソーラー発電の補助対策を打っておりまして、本年度も４５０

万、１５件ぐらいの範疇、最高３０万という交付額の上限がありますけども、そういう部分で

はかなりソーラーの発電事業が普及されているのかなと思っております。 

 そんな中、ちょっとニュースで見たのですが、１１月末において、これはメガソーラーの認

定と言うか、申請と言うのですか、その件数が１１月段階で８３件ぐらい北海道においてはあ

るということを、ニュースで見ました。その中で問題提起として、送電インフラ、俗に言う発

送電の分離等の議論もありますが、送電インフラと変電所の関係で、やはり送電の中の容量が

飽和状態、キャパシティーが飽和になってしまうと、なかなかその事業展開が難しいと。そう

いう事例も出ておりますし、昨今の経済企画庁の答申と言いますか、北海道新聞にも出ていま

したが、北電もそういう部分では申請件数が上がって、事務的にも大変になっているという旨

の報道がありました。そういう部分で、年度内ということはまずあり得ないのですが、最終的

な報告書を受けた中で、今後執り進めていく上で、その辺は十分検討されているのか、改めて

確認させていただきたいと思います。 

 



20 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の送電線網の関係でありますが、今回、太陽光の売電を目的とした発電ということで、

町の方で現在使われていない町有地、これらの箇所が８カ所について、調査を依頼いたしまし

た。先ほど申し上げましたように、その内、現時点での可能性は、２カ所が最も可能性として

は高いということでお話しまして、残りの６カ所は、その中に一部、今お話をいただいたよう

に、送電能力がなくて無理だという箇所が何カ所かございます。と言いますのは、北電さんが、

北海道で言えば１社が全体を占めているわけでありますので、全ての送電線網そのものが北電

所有でありますから、北電さんがその計算の中で、成り立つ部分しか認めてこないという計算

方式をとっているようでありますから、現実には、こちらの方で何キロ起こしたいと相談に行

っても、「それは私どもの計算から行くと、この送電網にはこれしかだめ」と。特に再生可能

エネルギーでというのは、太陽光だとか風力の場合、不安定な電力としての受入れについては、

何％以内に抑えるという、何か一つの考え方があるようでありまして、それ以内でなければだ

めだということであります。 

 それで、参考までに先ほどお話をいただきましたソーラージャパン、今、札弦でやっている

部分でありますが、これの能力はメガですから、１,２００キロワットのメガソーラーで申請を

したそうであります。委員会にもそういう説明をさせていただいたと思いますが、それが最終

的に、北電との協議と審査の結果、９００キロワットまでの許可しか下りなかったということ

でございまして、これは何でかと言いますと、そこに係る送電線網の容量がそれでいっぱいで

あると。それ以上はもうだめですということですから、それにまつわる、送電網にまつわる他

のやつは、例えば、町の先ほど言ったような場所であっても、余裕がもうないということです

から、そこではだめだということになります。 

 ちなみに、清里の場合には、送電網は大きく系列的に２系列になっております。ですから、

今申し上げました系列側の部分については、もう一切の余裕がないと。現時点ではですよ。現

時点では余裕がないということになります。と言うことで、北電さん側の今言った部分の引受

けの容量と言いますか、これのアップをしていただくか、全く発送電を分離して、送電網を国

が共通財産としてやっていくか。そういうような手法でやっていかない限りは、先にやった方

が勝ちみたいな格好で、容量がなくなった時点で終わりで、いくらやりたいという場所が出て

も、乗れないと言ったらそれで終わってしまうということですから、今後の国家政策として今、

再生可能エネルギーで代替エネルギーを作っていこうという、その一番の肝心要な所のネック

になっているのがこの課題だと、我々も認識をいたしております。我々としても、町村会の中

でもそれらの大きな課題に対して国に要請をしていると、今そういう対応を取っているところ

でもあります。 

 そんな内容で、我々もそこを何とかクリアしないと、次がないと感じておりますので、そう

いう部分を含めて、今後対応をさせていただきたいと考えております。 

 以上申し上げ、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、発送電の関係で、言葉はちょっときついかもしれませんけども、早い者勝ちと言うか、

そういう言葉がちょっと出てきたのですけども、行政がこのような電気事業と言うか、事業展

開をする場合、早々早まるというのは、ちょっとどうかなと。しかし、やはりその部分の他に、

町民に対する節電・省エネの啓蒙活動は、同じようにスピード感を持って進めることが必要で

はないかと。 

 ただ、今おっしゃったように、電気事業と言いますか、売電でソーラー発電を行政が執り行

い、その中で町民向けに多々の啓蒙活動をする。その中で二酸化炭素の削減効果だとか、日々

の売電量、あるいは発電量がモニタリングできるような仕組みも、今後熟慮しながら検討しな

ければならないのではないかと思います。 

 例えば、ホームページ上など、各施設における発電等の既存のソーラーパネルがございます

けども、現状の中ではなかなか発電量が見えていないという実態がございます。例えば町民会

館も、僕らも気にはかけながら見ますけども、町民向けにはなかなか周知徹底されていない。

あるいは札弦においても、札弦センターにもソーラーがありますけども、その売電量がどのく

らいなのか、町民にはなかなか周知がされていないのではないかと。気に留める人がちょっと

見て、「今日はすごく天気が良いから、さんさんと輝いて、今日はたくさん発電しているなあ」

というのは、そういう声はなかなか聞こえてこないんですよね。だから、そういう部分ではも

う少ししっかりと町民向けに、要するにソーラー発電の有利性だとか、やはり説明は丁寧にし

ていただかないとだめではないかなと思っております。 

 それともう１点、同じように自然エネルギーの中で、水力発電の話が出てきました。町長も

水力発電にはかなり精力的に、お考えを持っていることも知っております。そんな中で、当町

において川の源流、斜里川の本流は当町にございます。その他に、斜里岳水系という部分で江

鳶川等の川もございます。そういう部分での水利、小水力発電の有利性は、他の町村より恵ま

れているのではないかと。ただ、そこにはやはり、緑ダムというダムを抱えている部分で、農

水の予算付けの中で、農業ダムということで、大変適用基準が難しいのかもしれませんけども、

昨今のエネルギー需要がひっ迫している中で、やはりそこは、近隣町村１市４町の中で、手を

合わせながら、精力的にどういう施策が必要なのか、あるいはエネルギーに対して、自分たち

は自分たちでエネルギーを確保するんだというアピールを、今まで以上に発していただきたい

と思います。 

 その辺について、小水力も合わせて質問したのですが、その辺もう少し、進捗状況と言った

ら失礼ですけども、具体性があるのか、ないのか。まだ報告は出ていませんけども、その部分

でここの基軸は譲れないという、そういう強い思いが町長にあるのであれば、お聞かせ願いた

いと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 
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 ただ今のご質問でありますが、まず最初の、町民への施設での発電の周知だとか、省エネに

向けた意識啓発というようなことでありますが、町で今設置している太陽光発電につきまして

は、今ご案内をいただいたとおりでありまして、町民会館と札弦センターの部分について、太

陽光発電を入れてきているわけでありますが、ホールそのものには表示盤があるわけですが、

実際にはその表示をホームページに載せて、「今日はこうでしたよ」というようなやり方はし

ておりませんので、今ご指摘をいただいた、いろんな周知の仕方については、十分に配慮して

いきたいと考えております。 

 先ほども申し上げましたように、施設整備も大事ですけれども、そういう省エネだとか、節

電だとか、そういうことと組み合わせてやらなければ、片方でどんどんと垂れ流し状態に作っ

て、こっちでは一生懸命それに合うだけということになると、なかなか大変な状況になってま

いりますから、ちょうどそういうバランスの取れた対応が必要になってくるのだろうと、これ

は私どもも厳しく認識をしていかなければならないと思っておりますし、また、そうした考え

方を、町民の皆さんにもしっかりと持ってもらった中で、この環境に優しい町としてのイメー

ジアップにつながっていけばと、考えている次第でございます。 

 次に、小水力の関係であります。清里町は水源が非常に豊かであります。斜里川水系の水源

ということであります。そして、特に上流部に清里は位置しておりますから、結構流れが速く、

水量もあるというような中で、小水力発電の可能性というのはかなり実際には大きいだろうと

思っておりますが、そこで出てくるのがさっきの送電網のネックが、どうしても小水力関係に

なりますと、山の奥の方になりますので、そこまでの送電線網が行き着く必要性があるという

こともありますから、単純にはなかなかいかないのかと思っているところであります。 

 また、畑灌のダムを活用した小水力という部分のお話もいただきました。この関係について

は、１市４町で水利の管理組合協議会を持っておりますので、その中でも、関係する首長の中

で話をいたしまして、あのダムを、そういうもので活用しながら、電気の自賄いをやって、あ

のダム管理も中央管理所でも、それなりの電気を使っているわけでありますから、その自賄い

の電力、それができればすごく効率が良くなるし、経費の節減にもなる。結果的にはそれぞれ

皆さん方も負担金を出して、維持管理されている。町もそれに支援をしているという形ですか

ら、そこが少しでも軽減されるようになれば、非常に効果が出てくるのではないかというよう

なことで、実はこの夏に、網走開発建設部を通じながら、北海道局にお話をさせていただいた

経過がございます。その中で、国の考え方としては、既に終わっている畑灌施設でありますの

で、国が新たに小水力施設をやるということについては極めて不可能な話です、というご回答

をいただいております。ただ、協議会として考えるのであれば、協議会の中でやることに対し

ては支援をしていきたい、という考え方でありますが。その時点では国でできればやってほし

いと。施設の一連の流れですから、そういうようなことでお話をしていたものですから、今申

し上げましたように、そういう答えを受けて、今後１市４町の中で協議会としてやれるかどう

か、そういう部分を含めて検討を加えていきたいと思っているところであります。 

 先ほども申し上げました、水力発電と言うのは、１回設置しますと、すごく長いスパンで活

用ができるということでありますから、最も安定的な電力としての発電設備として、有効に活

用できると考えておりますので、可能な限り、答えが可能になってくれば、何とか取り込んで

行ければとは考えている次第であります。 
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○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 町民向けの啓蒙活動に対して、積極的なご提示をいただきました。本当にありがとうござい

ます。また、改めて水力発電についても、夏の協議会の設置の中での方向性は十分検討の余地

はあるような、今の答弁でしたので、これもまだまだいろんな諸問題を抱えて、早々早く結論

が出る問題ではないと思いますけども、それも併せて積極的な執り進めを期待したいと思いま

す。 

 最後の質問になるのですが、やはり一番その部分で、町長が考えておられる公約でもありま

す「庭園のまちづくり」における太陽光、あるいは水力発電、あるいはいろんな部分でのエネ

ルギーの活用の施策を、どのようなまちづくりの視点から町長は考えておられるのか。それが

見えてこないと、町長がおっしゃる「人と交流に優しいまちづくり」の根幹の中でも、多々い

ろいろある部分で、それをどう具現化していくか。各施設あるいは各観光スポットがあります

けども、それに絡めてどのようなエネルギーの活用、あるいは先ほどの答弁の中でもありまし

たが、防災の観点からも、ソーラー発電の利用を考える。そういう部分では、ソーラーパネル

の所のコンセントを利用しながら、補助電源を活用したいというように、私は感じ取ったので

すけども。例えば、電気自動車等のプラグインも同じように補助電源になるのかなと。そうい

った部分の活用の方策。やはり電気自動車ということであれば、また地球に優しいエネルギー、

ＥＶと言いますか、そういうものもあります。そういう利用体系もやはり、今後考えていただ

かなければならないのではないかと。そういった意味で、移動手段としての電気自動車の発展

性、それは９月にも一般質問でもさせていただきましたけども、買い物弱者に対しての足の確

保と言うか、そういう移動手段としての確保の中で、大変有利性があるのではないかと。そう

いう部分で小さい中でも移動距離も、例えば、札弦と清里の両ポイントにコンセント等があれ

ば、ある程度の範疇で、１００キロ以内であれば移動できるのかなと。あるいは各パークゴル

フ場も同じような移動手段で考える。そういうようなまちづくりのエコ、まちづくりのエネル

ギーという部分で、大きなことはできませんけども、些細なことでも可能性があるのであれば、

やはり同じように提案していただきたいと思います。 

 そういう部分で、町長が今何か考えがあるのであれば、お話していただければと思います。

よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問でありますが、今回の再生可能エネルギーの活用が、どのようなまちづくり

につながっていくんだというようなことであります。 

 今、清里町は平成２３年から、第５次清里町総合計画という中に地域再生可能エネルギーの

導入についても触れられてございまして、「人と自然がともに輝き躍動するまち」、こうした

まちづくりのための、一つの施策の中で考えていかなければならないだろうと思っております。
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また、私が提唱いたしております、それらと併せた「庭園のまちづくり」にふさわしい、自然

環境に優しい町として、自然エネルギーを地産地消と言いますか、そういうまちづくりをして

いきたいと考えてございます。 

 具体的にこの部分にこうだ、ということではありませんけれども、全体の町のイメージとし

て、環境に優しい町というようなイメージを、その中に植え付けていくことができればなとい

うような感覚を持っているところでございます。 

 具体的にそういう中で、町民の啓発と合わせた中で、子供たちの教育施設にもうまく使って

いけないかという思いも、一面では持っております。いろんなエネルギー学習だとか、環境学

習をする時に、太陽光の発電だとか、地中熱だとか、そういう組み合わせたプラントがあるこ

とによって、そこで実施をしながら、実際のエネルギーのあり方についてだとか、節電だとか、

そういうような学習につないでいけるような、そういうものにも使っていければという思いを

持っているところでございます。 

 また、もう１点の電気自動車と買い物弱者との関係でお話をいただいたところでありますが、

このＥＶ車と言いますか、電気自動車と言うのは、これからどんどん増えてくるだろうと考え

ております。今現時点でも、緑清荘の裏側の駐車場には、充電設備を１カ所設けてあります。

と言うのは、基本的にはお泊りいただいた方が、夜の間に充電をしてお帰りになられる時にと

いうことで、用意をしておりますが、今後そうした時代は必ず来ると思っておりますので、こ

れからの人の集まるような施設だとか、そういう部分については、電源としての意味合いと、

もう一つは先ほども言いました、災害時の代替エネルギーとしての、そういうようなものにも

使っていければなという思いをいたしているところでありますので、これらについても計画的

に、すぐ云々ということにはならないと思いますが、計画的に地域ごとに、人の集まるような

所に配置をしていければと考えているところであります。 

 それで、パパスの所には今すぐの設置は考えておりませんけれども、余裕スペースとしてそ

この所に準備しているということもございまして、札弦の所、それから将来は緑ということで、

計画をしていければと考えているところであります。 

 以上申し上げて、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 はい、わかりました。いろいろ質問の中で、やはり基本は町民の皆様方に説明責任はしっか

りとする。そして、その中でどのような、町長が描く「庭園のまちづくり」を具現化しながら

うまく組み入れるか。そういう説明もしていただかないと、なかなか認識の中ではいろんな意

見が出てくるのではないかと。そこら辺をやはり熟慮しながら、片やアクセルは踏むのですが、

しっかりブレーキもかける、そういう使い分けをきっちりしていただかなければならないので

はないかと思っております。 

 やはり、エネルギーという言葉、本当に昨今、一つのワードとしてかなり動いております。

エネルギー、そして、基幹作物である農業もやはり、食物エネルギーの供給基礎であります。

この二面性のエネルギーを十分確保できる町、清里ということで、そういうアピール度合の中
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で今後、いろんな部分で政策展開を導いていただきたいと思います。 

 もし、何かあれば、答弁の中で説明等よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、前中議員より、それぞれの項目にわたりまして、貴重なご意見をいただきました。

特にその中でも、町民への説明責任という部分と、まちづくりの位置付けという中で、しっか

りとこれから町民の皆さんにも周知をしながら、ご理解をいただくように進めてまいりたいと

思います。 

 いずれにしても、清里の町にふさわしい新たな自然再生可能エネルギーとしての可能性を追

求していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、前中康男君の質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 ここで、１１時１５分まで休憩といたします。 

                              休憩 午前１１時０９分 

                              再開 午前１１時１５分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 

●日程第１０  議案第５７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第５７号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第５７号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。今回の条例改正については、先の人事院勧告で

平成１８年度～２１年度まで４年間にわたり給与構造の改革として、昇給の１号俸抑制が行わ

れてきておりましたが、この経過措置の完了により、平成２５年４月１日おいて３１歳以上３

８歳未満の職員の給与の均衡を図るべく、１号俸の回復措置を行っているところでございます。 

 町職員の給与等につきましても、従来どおり人事院勧告に基づき、関係条例の改正を提案す

るものであります。これにより、条例附則に第１項としてこの条例の「施行期日」、第２項とし

て「平成２５年４月１日における号俸の調整」を加えるものでございます。 

 以上で、条例改正の提案理由といたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５７号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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５７号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第１１  議案第５８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第５８号 清里町奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 議案第５８号 清里町奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例について、提案理由のご

説明をいたします。 

 本件につきましては、町の奨学資金貸付に係る金額の改正と、新たな貸付制度の追加のため

の改正でございます。 

 内容につきましては、審議資料によりご説明をさせていただきますので、お手元の審議資料

の２ページをお開きください。 

 はじめに改正の概要についてご説明いたします。１．改正の主旨といたしましては、まず１

点目としまして、従来の奨学資金貸付金の上限額の増額改定を行い、教育の機会均等とさらな

る教育の振興を図るものでございます。２点目といたしまして、清里高等学校支援対策の強化

のため、新たに清里高校生を対象として大学・専門学校等への入学資金貸付制度を創設いたし

ます。このため、３点目といたしまして、従来の月額での貸付を行っております「奨学資金」

の名称を「修学資金」に改め、新たな貸付金・資金につきまして「入学資金」と定めることと

し、改正を行うものであります。 

 ２．改正内容につきましては、（１）が従来の奨学金貸付月額の改定でありまして、表の右
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側のとおり改正後においては修学資金と改め、高等学校を除き金額を記載のとおり増額改定す

るもので、高等専門学校においては、１～３年生は現在と同額とし、４年生以上は２万円を４

万円に増額いたします。以下、金額は記載のとおりでございます。また、上記に掲げる学校で

特に研究費等多額の学資を要する学校については、国外の学校への留学する場合を含むことと

し、それぞれ上記に掲げる額の２倍の額とするものであります。（２）の入学資金貸付制度の

概要につきましては、貸付の対象を清里高校から大学・専門学校等へ入学する者の保護者とし、

町外から通学している者も対象といたします。貸付の条件といたしまして、市町村税の滞納が

ないこと、過去に同じ生徒に係る資金の貸付を受けていないこと、とするものでございます。

貸付額は１００万円を限度とし、無利子といたします。貸付対象費用といたしましては、入学

金・前期授業料・その他実習費・施設費・教材費等、学業に係る経費で、大学・専門学校等に

納める費用が対象となります。貸付金の償還期間は貸付後１０年以内とし、この内当該学生の

在学期間中は償還を据え置くことができるものといたします。 

 ３．改正条例の適用時期につきましては、（１）修学資金貸付金額の改定は平成２５年度の

貸付より適用し、（２）入学資金貸付金は平成２５年度入学予定者分より適用することとし、

今年の清里高校３年生から対象とするものでございます。 

 それでは、３ページからの新旧対照表により改正部分の内容説明をいたします。表の左側が

改正前の条例、右側が改正後の条例となり、下線部が改正箇所となります。 

 条例の全体的な構成といたしまして、改正後の条例におきましては第１章～第３章に章分け

をし、第１章を「総則」とし、条例の全般的な事項を定め、第２章で「修学資金」について、

第３章で「入学資金」について定めております。 

 まず、第１章第１条「奨学資金」の次の「（以下「資金」という。）」を削除する部分につ

きましては、先ほどご説明いたしました資金の種類が修学資金と入学資金の２種類となること

から、区分を明確にするために資金と省略することを取りやめるものでございます。第２条の

「資金」を「奨学資金」に改めるのも同様の理由でございます。改正後の第６条につきまして

は条の追加となり、奨学資金の種類を定めております。第１号は「修学資金」について、高校・

大学等の修学に要する費用と定め、第２号は「入学資金」について、清里高校の生徒または既

卒者が大学等の入学時に納付する費用と定めております。 

 次の４ページ～６ページにつきましては、「第２章 修学資金」として従来奨学資金として

定めたものの規定であります。改正後の条例において、新たに「第６条」が加わったことによ

り、改正前の条例第６条～第１５条までのそれぞれの条番号が１条ずつ繰下がりとなります。

また、各条項に出てまいります「資金」の文言を「修学資金」に改め、４ページの第１０条の

別表に定める額を、先ほど概要でご説明しましたとおり増額改定するものでございます。 

 次に６ページをご覧ください。中段から「第３章 入学資金」についての条項を新たに追加

しております。第１７条は入学資金貸付の対象者の要件であり、「第１号～第５号までの全て

に該当する者」としております。第１８条は貸付金の限度額を「１００万円以内とし、無利子

で貸し付ける」こととしております。第１９条は貸付申請に関する事項、第２０条は貸付金の

交付について定めております。第２１条は第１項において「資金の償還期間を１０年以内とし、

当該学生の在学中は据え置くことができること」及び償還方法として「月賦又は年賦によるこ

と」を定め、第２項におきまして「正当な理由なく償還を怠った場合及び当該学生が大学等を

中退した場合等は、繰上償還をしなければならない」旨を定めております。第２２条は入学資
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金償還の減免措置であり、「借受者の死亡又は疾病若しくは災害等の事由により、期限までの

償還が困難であり、期限後もなおその事由が継続し止むを得ないと判断された場合は、教育委

員会に諮って償還を猶予又は減免することができる」旨を規定しております。第２３条は償還

金の未納に対する延滞金の徴収について定めております。第２４条は入学資金の貸付決定は教

育委員会が行う旨を定めております。第２５条は借受者の義務として貸付の対象となった当該

学生が卒業等したとき、また、借受者の住所変更などの重要事項に異動があった場合の教育委

員会への届出義務を定めております。第２６条の規則への委任につきましては、条項の追加に

よる条番号の繰下げとなります。 

 次の８ページの附則につきましては、１で本条例の施行月日を「公布の日から」と定め、２

におきまして「平成２４年度分までの奨学金の貸付については、従来のとおり」とし、改正前

の金額により貸し付けることを定めております。３において新たに追加する「入学資金につい

ては、平成２５年度入学予定者分の貸付から適用する」ことを定めております。別表の改正は、

先ほど改正の概要でご説明した内容となります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５８号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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５８号 清里町奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり可決されました。 

 

●日程第１２  議案第５９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第５９号 パパスランドの指定管理者の指定についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第５９号 パパスランドの指定管理者の指定について、提案理
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由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する第６条の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。 

 指定管理を行う施設の名称は、清里町字神威１０７１番地４ パパスランドでございます。 

 指定する管理者の名称は、清里町字神威１０７１番地 有限会社パパスさっつるでございま

す。 

 指定期間は平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日までの３カ年でございます。 

 以上、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５９号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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５９号 パパスランドの指定管理者の指定については、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第１３  議案第６０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第６０号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第６号）を議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第６０号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第６号）に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ９,６３７万４千円を追加

し、予算の総額を４９億３,００４万円とするものでございます。 

 第１条第２項につきましては、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
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補正のとおり、追加としてパパスランドの指定管理業務について、期間、限度額を記載のとお

り定めるものでございます。 

 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きま

しては、地元町内業者を受け皿とする緊急的な経済対策としての補正が４,８００万円、他に国

民健康保険事業特別会計繰出しなど、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９ページお開きください。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させて

いただきます。 

 総務費・２目財産管理費・土地開発基金積立の補正につきましては、土地開発公社清算に伴

い、償還された出資金を基金に積み立てるため５００万円を補正するものであります。１５目

行政情報システム管理費・光ファイバー移設事業につきましては、道道向陽・清里停車場線道

路拡張工事による電柱移設に伴い、ケーブル移設工事費として２５７万３千円を補正するもの

でございます。財源その他は移設補償金となります。次の衛生費・３目各種医療対策費・国民

健康保険事業特別会計繰出金２,３８４万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。１目清掃事業費・清掃セン

ター施設長寿命化事業実施設計業務委託事業につきましては、清掃センターの長寿命化に向け

た施設改修を行うため実施設計業務委託料として５３０万円、同じく、清掃センターガス減温

器補修事業につきましては、老朽化が著しいガス減温器の補修を行うため８６０万円の補正を

行うものであります。この施設の補修箇所の図面については最後の１２ページに添付をしてお

ります。次の消防費・１目消防費・消防職員住宅改修工事設計業務委託事業につきましては、

老朽化した消防職員住宅の改修を実施するため、設計業務委託料９５万６千円の補正でござい

ます。教育費・２目教育諸費・清里高等学校総合支援対策事業費補助事業につきましては、清

里高等学校の特色ある教育活動に対して、記載の事業に追加して補助を行うため７５万円の補

正を行うものであります。次のページをお開き願います。町単独で町内業者を受け皿といたし

ます地域経済対策事業を、この地域振興費で一括補正予算を計上いたしております。最初の１

目地域振興対策費・役場事務用パソコン更新事業につきましては、事務用パソコンのＯＳサポ

ートが終了するパソコン３７台を更新する費用、３８５万５千円を補正するものでございます。

次の学校教育用パソコン更新事業につきましては、中学校に設置をしております授業用パソコ

ン４３台（ソフトを含む）器具購入費８００万円の補正を行うものであります。公有自動車更

新事業につきましては、平成１１年取得の公用車２台を更新するため８６７万１千円を補正す

るものであります。なお、特定財源その他の６万円は車両売払収入を予定しております。災害

用非常機材整備事業につきましては、災害に備え記載の災害用機材を購入し、災害に備えるた

めの費用２５０万２千円を補正するものであります。公共施設暖房器具更新事業につきまして

は、ここに記載の施設に係る老朽化した暖房器具等２１台の更新費用として４３２万９千円を

補正するものでございます。公共施設改修事業につきましては、老人保健施設遮光カーテン、

清里小学校児童玄関、町民プール他、公共施設の小破修繕経費として３７６万円の補正を行う

ものであります。次のページの公共施設環境整備事業につきましては、旧萱野水道跡地、葬祭

場及び清掃センター外構立木伐採、清掃センター防護柵修繕並びに老朽化した職員住宅解体撤
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去費用として６３９万円を補正するものでございます。特定財源その他の９万円は立木売払収

入を見込んでおります。公共施設備品等更新事業につきましては、ここに記載の老朽化してい

る施設等の管理用及び事務用備品を更新して利便性の向上を図るための費用５７７万３千円の

補正を行うものであります。商店街イルミネーション設置事業につきましては、商店街の街路

樹等にイルミネーションを設置して、商店街の環境整備を図るための費用として２５０万円を

補正するものです。次の８款消防費につきましても地域経済対策事業になりますが、事業の執

行は斜里地区消防組合清里分署で執行するため、負担金として繰出しを行います。消防機器・

備品等更新事業につきましては、老朽化した消防機器及び消防団員用備品等の更新を行うため

２２０万円の補正を行うものであります。 

 それでは続いて、事項別明細書（第６号）により補正予算の内容につきましてご説明申し上

げますので、別冊の補正予算に関する説明書をご用意ください。 

 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３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。総務費・２目財産管理費の補正に

つきましては、先ほどご説明申し上げました、土地開発公社精算に伴い償還された出資金を基

金に積立てるものです。１５目行政情報システム管理費・１１節需用費・修繕料の補正につき

ましても、先ほどご説明いたしました光ファイバー移設経費を補正するものでございます。３

目花と緑と交流のまちづくり事業費・１９節負担金補助及び交付金３５万円の増額補正につき

ましては、ニュージーランド・モトエカ高校からの留学生が現在の１名から２名になることか

ら、１名分の諸経費の増額分を補正するものです。１目地域振興対策費、３ページ～４ページ

にかけて補正額４,５７８万円につきましては、補正予算概要でご説明をいたしました事業費を

それぞれの予算科目に沿って計上をしております。なお、説明は省略をさせていただきます。

４款衛生費・３目各種医療対策費・１９節負担金補助及び交付金５４万円の補正につきまして

は、平成２３年度分後期高齢者医療給付費の精算に係る追加負担金を補正するものであります。

２８節繰出金につきましては、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。１目清掃事業費・１３節委託料・１５節工事請負費につきましても、先ほどご説明をいた

しましたので説明を省略させていただきます。５ページの８款消防費・１目消防費・斜里地区

消防組合清里分署負担金につきましては、先ほどご説明いたしました消防機器・備品等更新事

業に係る２２０万円、老朽化した消防職員住宅の改修工事設計委託料９５万６千円、合わせて

３１７万６千円の補正となります。９款教育費・２目教育諸費７５万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ご説明を省略させていただきます。１目保健体育総務費・１９

節負担金補助及び交付金の補正につきましては、施設管理法人設立に係る事業費補助１５万円

を補正するものです。３目町民プール費・１３節委託料３１５千円の補正につきましては、老

朽化した町民プールの整備方針の検討を進めるため、検討資料作成業務委託料の補正を行うも

のであります。 

 それでは次に、歳入についてご説明申し上げますので、１ページに戻りください。歳入につ

きましては、前段の 審議資料の説明と事項別明細書においてご説明申し上げました。また、特

定財源の主な内訳についても資料に記載をいたしておりますので、総括表で概要のみご説明い

たします。９款地方交付税が一般財源となります。特定財源につきましては１５款財産収入及

び１８款諸収入、合わせて７７２万３千円となります。 
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 以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今回の補正の中で、緊急対策の総額で５千万弱出ているわけですが、具体的には申しません

が、項目ごとに見て、緊急性が本当にあるのかどうなのか。 

 前段の一般質問の中にもありましたけども、緊急融資をしていくよ、１ヶ月の貸付期間です

よと言いながら、貸付までにひと月かかったらこれは意味がないことなので、その辺は迅速に

やれるのだろうなと思うわけですが、一般質問の中でもいろんなことが出ていた中で、例えば

災害の関係の物を買いますよと。今日の前中議員の一般質問の中にも、町長は災害時における

対策にしてソーラーが使えたり、再生エネルギーが使えたらと言っていましたが、それを使う

ためにはいろんな設備と環境がないとだめですし、今回のこの補正の中でいきますと、イルミ

ネーションの関係は、今現在も商店街の各戸の中にあるわけですよ。さらにここにイルミネー

ションをＬＥＤ、太陽光でやると言われているわけですが、節電をしていかなければならない

環境の中で、本当に今まであるやつを消していくのかどうなのか。そのことよりも、項目の質

問と言うよりも、全体としての捉え方なのですが、とりあえず太陽光で環境整備を図ると言っ

ていますが、今一番大切な環境整備と言ったら市街地の除雪ではないでしょうか。 

 ましてや、この事業展開をしていく中で、今日町長が言っていた中でも、車も将来にわたっ

ては電気自動車もあるよと言っていながらも、今回導入する２台についてはハイブリット車と

いうことなのですが、ハイブリット車にしても、注文して明日来るものではなく、結構時間が

かかるのではないかと。 

 こういういろんなことを考えていった時に、今回言われている緊急対策、するなじゃなくて、

本当に即効性のある環境で、そして、町が進めようとしている事業の展開に叶った状態になっ

ているのか。当然のように、緊急対策ですから、年度内に完全にこれがクリアできるのか。予

算執行ができるのか。こういうことを含めて、各課の答弁より、町長自身がこの緊急対策をど

のように思っているのか。この点について、お伺いだけしておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、ご質問をいただきました件でありますが、今回の振興費の中で、地域経済対策緊急

対策を打っていきたいということであります。これは、個々の部分は別にいたしましても、地

域経済がかなり厳しい状況にあるという内容を踏まえながら、この中で少しでも前倒しのでき

る事業を選びながら、事業を遂行しながら、地域に少しでも経済効果が及ぶよう、そういうよ

うな形で今回予算を計上させていただいた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。 

 個々の部分を全部取り上げて、細かくいきますと、それは今必要ではない、明日だ、明後日
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だ、という議論もいろいろあろうかと思いますけれども、総論として今回の経済対策の中で、

地域経済に波及できるような事業として、年度内に全て発注できるようなものを選びながら、

予算を計上させていただいておりますので、それについても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） 

 もう一度お尋ねします。発注は良いです。発注では経済効果は生まないわけです。年度内に

本当に完成するのか。このことが本当に緊急対策の事業として可能なのかどうなのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 年度内に完了させるように、鋭意頑張ってまいりたい。基本的には年度予算ですから、年度

内に完了しなければならないということでありますので、よろしくご理解を賜りたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、質疑を終わります。 

 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６０号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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６０号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第６号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第６１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第６１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２

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 
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○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第６１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２号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１,１８４万円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ７億４,５７０万４千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、国民健康保険加入者の課税所得の減少に伴う国民健康保険税の減収への対処、

及び高額医療費並びに出産一時金の増嵩に伴う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。２款保険給付費・１項療養諸費・１目一般保険者療養給付費につきましては、一般会計繰

入金に伴う財源振替でございます。２款保険給付費・２項高額療養費・１目一般保険者高額療

養費１,０５８万円の増額につきましては、件数の増及び医療費の高額に伴い補正するものでご

ざいます。特定財源のその他は、一般会計繰入金でございます。４項出産育児一時金・１目出

産育児一時金１２６万円につきましては、対象者数の増に伴い増額補正するものでございます。

特定財源のその他８４万円は出産育児一時金繰入金でございます。 

 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。１款国民健康保険税１,２００万円の減額は、国民健康保険加入者の所得の落ち込みに伴い

課税所得金額等が減額となったことによるものでございます。また、９款繰入金２,３８４万円

につきましては、国民健康保険税の減額及び高額療養費などの増嵩に伴い補正するものであり、

特定財源でございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第６１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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６１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２

号）は、原案のとおり可決されました。 
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●日程第１５  議案第６２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第６２号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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６２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３３万６千円を増額し、予

算総額をそれぞれ８,２００万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。なお、今回の補正

は当会計に属する職員１名が本年４月１日付で昇格・昇給したことに伴い、給与費等について

不足額を補正させていただくものでございます。 

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

簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の２ページをお開きいただきたいと存じます。

歳出よりご説明申し上げます。１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費３３万６千円の

増額につきましては、２節給料、３節職員手当等、１９節負担金補助及び交付金におきまして、

職員の人件費に係る不足額としてそれぞれ記載の額を補正させていただくものでございます。 

 なお、歳入につきましては同じく２ページの上段にお示ししているとおり、歳出見合額とし

て一般財源となる水道使用料３３万６千円を増額補正いたします。 

 なお、３ページは給与明細書となっておりますが、説明は省略させていただきます。 

 以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第６２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 
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 したがって、議案第６２号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１６  議案第６３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第６３号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）を、

議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第６３号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

２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３２３万２千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ７,２１４万７千円とするものでございます。 

 第２項につきましては、後ほど別冊の事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 今回の補正概要でございますが、歳入は繰越金を３２３万２千円追加し、繰越金総額を４９

３万１千円といたします。歳出におきましては基金積立金に３２３万２千円を積立て、積立金

総額を３２３万２千円といたします。 

 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事項別明

細書の３ページ目をお開きください。４款基金積立金・１目積立金は、３２３万２千円増額で

あります。前年度の繰越金を焼酎事業基金に積立するものでございます。 

 続きまして、歳入につきまして総括表でご説明いたしますので、１ページ目にお戻り願いま

す。２款繰越金に３２３万２千円を増額するもので、財源内訳は一般財源でございます。 

 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６３号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
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 したがって、議案第６３号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 
 

●日程第１７  議案第６４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第６４号 情報通信基盤機器購入契約の締結についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 
○総務課長（島澤栄一君） 
 ただ今上程されました、議案第６４号 情報通信基盤機器購入契約の締結について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、条例の定めにより議会の議決を求めるものでございます。 
 契約の目的は、情報通信基盤機器購入でございます。この概要につきましては、平成１５年

購入のホームページ、メールなど情報機器の更新であり、サーバー２台、外部記憶装置、バッ

クアップ装置、通信用機器、無停電電源装置などの購入及び現行システムの移行となってござ

います。 

 契約の方法は随意契約であり、契約金額は１,３５４万５千円となっております。なお、予定

価格は１,３６７万４,９９０円でございます。 

 契約の相手方は、札幌市豊平区月寒中央通１１丁目７番４０号、パナソニックシステムソリ

ューションズジャパン株式会社北海道社でございまして、納入期限は平成２５年３月１９日で

ございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第６４号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、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６４号 情報通信基盤機器購入契約の締結については、原案のとおり可

決されました。 
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●日程第１８  発議第３号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第１８ 発議第３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、記載のとおり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９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 午前１２時００分 


