
 

 

 

 

平成２５年第２回定例会 
 

 

 

 

 

清里町議会会議録 
 
 
 

平成２５年 ３月１１日 開会 

平成２５年 ３月２１日 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清里町議会 



1 

平成２５年第２回清里町議会定例会会議録（３月１１日） 

 
 平成２５年第２回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 
 
１．応招議員は次のとおりである。 
    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 
    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 
    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 
    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 
    ５番 畠 山 英 樹   
   
２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 
 

３．出席議員は次のとおりである。 
    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。 
   請願第 １号  ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願について 
   同意第 １号  オホーツク町村公平委員会委員の選任について 
   議案第 ２号  清里町暴力団の排除の推進に関する条例の制定 
   議案第 ３号  町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 
   議案第 ４号  清里町図書館条例の一部を改正する条例 
   議案第 ５号  清里町営住宅条例の一部を改正する条例 
   議案第 ６号  清里町営住宅等の整備基準を定める条例の制定 
   議案第 ７号  清里町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定 
   議案第 ８号  清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 
   議案第 ９号  清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 
   議案第１０号  清里町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定 
   議案第１１号  清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定 
   議案第１２号  清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定 
   議案第１３号  パパスランド設置条例を廃止する条例 
   議案第１４号  農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の制定 
   議案第１５号  町民活動施設設置条例の制定 
   議案第１６号  清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定 
   議案第１７号  清里町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める

条例の制定 
   議案第１８号  清里町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条

例の制定 
   議案第１９号  布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等を定める条例

の制定 
   議案第２０号  清里町農山村景観・自然環境保全施設の指定管理者の指定について 
   議案第２１号  平成２４年度清里町一般会計補正予算（第８号） 
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   議案第２２号  平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 
   議案第２３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３号） 
   議案第２４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２号） 
   議案第２５号  平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
   議案第２６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２号） 
   議案第２７号  平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号） 
   議案第２８号  平成２５年度清里町一般会計予算 
   議案第２９号  平成２５年度清里町介護保険事業特別会計予算 
   議案第３０号  平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 
   議案第３１号  平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 
   議案第３２号  平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計予算 
   議案第３３号  平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 
   議案第３４号  平成２５年度清里町焼酎事業特別会計予算 
   平成２５年度町政執行方針 
   平成２５年度教育行政執行方針 
   意見案第１号  ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見書について 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 
 ただ今から、平成２５年第２回清里町議会定例会を開会します。 
 ただちに本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

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

定により、議長において６番 澤田伸幸君、７番 村島健二君を指名いたします。 

 
●日程第２  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） 

 本定例会は、平成２５年度当初予算提出の議会であり、補正予算、町政執行方針、一般質問、

その他一般議案などから日程検討の結果、本日より３月２１日までの１１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、本日から３月２１日までの１１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３月２１日までの１１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。 
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 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。（１）オホーツ

ク町村議会議長会第４回定期総会について、２月２１日、滝上町で開催された会議に、田中副

議長が出席されております。記載の議題が提案され、原案のとおり議決・承認されました。（２）

３月１０日、網走エコーセンターにおいて、オホーツク圏活性化期成会の主催により開催され

た、ＴＰＰから「地域」「経済」「生活」を守るオホーツク緊急集会に、議会からは村尾議長、

田中副議長が出席いたしました。（３）一部事務組合の会議等並びに（４）その他の会議・行

事等について、記載の会議・行事に議長をはじめ、各議員が出席しておりますので、ご報告申

し上げます。 

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

催されておりますので、ご報告申し上げます。 

 ３点目、議会主催で継続的に実施している、町民懇談会の開催について。本年度は自治会連

合会との懇談会を、記載の日時で実施しております。議会改革の取り組みの説明や、議会活性

化、まちづくり等について、各自治会長との意見交換を行いました。 

 ４点目、例月現金出納検査の結果について。平成２５年１月分について、４ページのとおり

提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

 ５点目、平成２５年第２回清里町議会定例会説明員等の報告について。５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。 
 大きな１の主要事業の報告であります。 
 １点目の、斜里地区消防組合議会第１回定例会の結果でありますが、３月１日、斜里町総合

庁舎３階議事場で開催されております。付議事件は①～③までの３件でありまして、いずれも

原案どおり可決・承認されております。尚、①は実行予算による補正で、２９４万５千円の減

額補正となっております。②は平成２５年度の当初予算であります。予算の総額を８億２,４５

４万６千円と定めたものでございます。③は現委員であります安井敏和氏が、この３月末日で

任期満了となりますので、新たに置戸町の前副町長でありました田村昌文氏について、選任同

意をいただいたものでございます。 
 次に２点目の、斜里郡３町終末処理事業組合議会第１回定例会の結果であります。３月１日、

斜里町総合庁舎２階大会議室で開催がされております。付議事件は記載の①～③の３件であり

まして、いずれも原案どおり可決・承認されております。①は法の定めるところにより、技術

管理者の資格について定めたものでございます。②は平成２５年度の当初予算であり、予算の
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総額を９,１５３万４千円と定めたものでございます。③は先ほどの内容と同様でございます。 
 ３点目は、暴風雪による被害状況についてであります。３月２日午後から３日の朝にかけま

して、猛烈に発達いたしました低気圧の影響により、オホーツク管内をはじめ、道東・道北地

域を中心に猛吹雪に襲われ、各地で車の立ち往生や停電に見舞われ、全道で９名、管内で３名

の遭難者が出るなど、甚大な被害が発生いたしました。本町では停電や避難者等の発生はあり

ませんでしたが、農業用ビニールハウス及び農業倉庫を中心に３３軒、３７物件で被害が発生

しております。農業用ビニールハウスでは、ビニール全壊が１１棟、天井破損が１９棟の計３

０棟であります。農業倉庫では、シャッター破損他で７棟の被害が発生いたしております。 
 次に２ページをお開きください。４点目の、ＴＰＰから「地域」「経済」「生活」を守るオ

ホーツク緊急集会についてであります。昨日３月１０日に網走市オホーツク・文化交流センタ

ーのエコーホールで開催されております。オホーツク圏活性化期成会の主催の下、農協、漁協、

商工会をはじめ、８団体の共催と、北海道オホーツク総合振興局の後援をいただき、管内選出

の国会議員、道議会議員の出席と、約４８０名の住民の方の参加の中、ＴＰＰ協定について安

倍首相が早い段階に交渉への参加を決断すると表明したことを受けまして、関税撤廃の例外品

目や関係分野での影響など、具体的な情報が無く、また、国民的・道民的議論のない中での交

渉参加は断固反対するとして、緊急集会が開催されたものであります。情勢報告、意見表明に

続き、集会宣言を採択し、閉会いたしております。 

 次に大きな２の、主要事業の執行状況であります。 

 １の議決工事の進捗状況でありますが、３月１日現在における進捗状況でございます。農林

水産直売・食材提供供給施設整備工事につきましては、平成２４年６月２２日～平成２５年３

月８日までの工期で実施しておりましたが、鉄筋工、型枠工などの技能職の人手不足と、昨年

末からの異常な大雪などの影響により、工期内での工事の完成が困難になったとしまして、過

日、施工企業者より工期の延長申請が提出されましたので、申請内容を十分に精査し、その原

因が社会的背景による技能職の不足と、異常気象による影響であり、回避することが不可能と

判断いたしました。結果、申請どおり１４日間工期を延長し、工期の末日を３月８日から３月

２２日に変更承認をいたしたところでございます。尚、工事の進捗状況でありますが、躯体工

事が完了いたしまして、内装・外装の施工中であります。進捗割合は８５％となっております。

次の、公営住宅建設工事につきましては、記載の工期、工事内容により事業が実施されており

ます。計画どおりに工期内に完了したところでございます。 

 次に３ページをお開きください。大きな３の、主な会議・行事等の報告についてであります。

第３５回まちづくり住民大会についてでありますが、２月１６日、生涯学習総合センターにお

いて開催されております。清里町まちづくり運動推進協議会の主催の下、災害から学ぶ地域コ

ミュニティの大切さをテーマに開催されました。約１５０名の皆さんの参加をいただき、有限

会社ブロードキャスト代表の和田隆昌氏を講師にお招きし、「災害時の地域コミュニティ」に

ついて基調講演をいただき、日常の地域活動を通じた住民との絆の連携の大切さについて、研

鑽を深めたところであります。尚、当日は開会式の後、花と緑と交流のまちづくり委員会より、

ガーデンコンテストの表彰と紹介がありました。また、基調講演の後には防災非常食の試食を

挟みまして、参加者全員による交流会と、８年ぶりに復活いたしました龍神太鼓のステージ発

表が行われ、盛会の内に終了いたしたところであります。 
 以上申し上げ、町長一般行政報告といたします。 
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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。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 村上孝一君。 
 
○教育長（村上孝一君） 
 教育長一般行政報告を申し上げます。 
 １点目、主な会議・行事の報告であります。平成２４年度ことぶき大学修了式について。３

月１日、プラネットにおいて開催され、修了生５９名に修了証書の授与、また各種表彰として

皆勤賞等の表彰が行われました。本年度の修了生は６２歳から９４歳まで幅広い年代で、平均

年齢７９．２歳、年間出席率は８３．５％と高い出席状況となっております。 
 ２点目、教育委員会の開催状況であります。第１回教育委員会は２月１９日に開催され、案

件は記載の６件について、それぞれ原案どおり決定しております。 
 裏面２ページをご覧ください。３点目、その他。全道大会出場結果についてであります。第

３５回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会北海道予選会が２月１７日に

札幌市で開催され、清里水泳少年団から小学男子２名、中学男子１名、高校男子１名が記載の

種目に出場いたしました。結果は、健闘いたしましたが入賞者はおりませんでした。次に、第

２回北海道ジュニアスキー技術選手権決勝大会について、３月１０日に日高町において開催さ

れ、管内大会で上位入賞した清里小学校男子１名が、この決勝大会に臨みました。結果は、入

賞には届きませんでした。 
 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  請願第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 請願第１号 ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願についてを議題とします。 
 本件について、請願書を職員に朗読させます。議会事務局長。 
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○議会事務局長（柏木繁延君） 
 ～請願書 朗読～ 
 
○議長（村尾富造君） 
 お諮りします。 
 請願第１号については、会議規則第９１条第２項の規定によって、委員会の付託を省略した

いと思いますが、ご異議ありませんか。 
（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、請願第１号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 
 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 討論なしと認めます。 
 これから、請願第１号 ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願についてを採択します。この

採択は起立によって行います。 

 請願第１号を採択することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、請願第１号 ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願については、採択すること

に決定しました。 

 
●日程第７  同意第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員の選任についてを議題とします。 

 提案者の説明を求めます。副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ただ今上程されました、同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員の選任について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

 オホーツク管内の町村で共同設置をしております、３名の公平委員会委員の内、本町の安井

敏和氏が３月末日をもって任期満了となりますので、新たに置戸町の前副町長でありました田

村昌文氏を委員として選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項及び本公平委員会規約

第３条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。地方公務員法.第９条の

２第２項は、「委員は議会の同意を得た上、地方公共団体の長が選任する」とした規定でござ

います。また、委員会規約第３条第１項は、「委員は関係町村長及び一部事務組合長が協議に

よって定めた候補者について、関係町村長が当該関係町村等の議会の同意を受けた上、清里町
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の長が選任する」とした規定でございます。 

 田村昌文氏は、置戸町在住で昭和２３年生まれの満６４歳の方でございます。同氏の履歴と

詳細につきましては別紙に記載のとおりでございますので、ご覧いただきたいと存じます。議

員各位の満場でのご同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 尚、委員の任期は、平成２５年４月１日～平成２９年３月３１日までの４年間であります。 

 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。 

 本件については、議会先例により討論を省略します。 

 これから、同意第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員の選任については、原案のとおり

同意することに決定しました。 

 

●日程第８ 議案第５号 ～ 日程第９ 議案第６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第５号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例から、日程第９ 議案第６

号 清里町営住宅等の整備基準を定める条例の制定の２件については、会議規則第３７条の規

定により、一括議題にしたいと思いますが、これ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、日程第８ 議案第５号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例から、日程第

９ 議案第６号 清里町営住宅等の整備基準を定める条例の制定の２件を、一括議題とするこ

とに決定しました。 

 ２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５号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例の制定については、昨年３月定例会において、国の第１次地域主権改革一括法の施行

により、公営住宅の入居資格及び収入基準につきましては公営住宅法並びに施行規則・施行令

を参酌し、清里町営住宅条例の一部改正を行ったところでございますが、今般、収入基準につ
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きまして公営住宅法が一部改正されましたので、関連条項の一部改正を行うものでございます。 

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

料の５ページをお開きいただきたいと存じます。 

 改正箇所につきましては、アンダーラインで示してございます。入居者の資格を規定してお

ります第６条の同条第２号のイ、ロ及びハは、いずれも入居者の所得上限を規定する者であり

ますが、イの入居者が身体障害者である場合、その他居住の安定を図るものとして規則で定め

る場合は、「２１４,０００円」を「２５９,０００円」に。ロの法律に定められた激甚災害及び

災害罹災の低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合は、同じく「２１４,０００

円」を「２５９,０００円」に改正するものでございます。附則につきましては、施行日を平成

２５年４月１日からと定めるものでございます。 

 続きまして、議案第６号 清里町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

 別冊の制定条例集の７ページをご覧いただきたいと存じます。 

 本条例の制定につきましては、第１次地域主権改革一括法のよる公営住宅法第５条第１項及

び第２項の改定により、従来、国土交通省令に規定されていた公営住宅の整備基準については、

設置者たる地方自治体の条例に委任されることになりましたので、省令を参酌した中、新たに

条例を定めるものでございます。尚、条例の制定にあたっては、省令に準拠するとともに、北

海道が新たに定める条例案を参考とし、高齢者等への配慮を行った内容となってございます。 

 それでは、条例の内容について各条項に沿ってご説明を申し上げます。第１条につきまして

は、条例の趣旨を。第２条につきましては、用語の定義を規定しております。第３条につきま

しては、健全な地域社会の形成。第４条では、良好な居住環境の確保を規定いたしております。

第５条につきましては、費用縮減への配慮条項であり、設計・工法・建設・維持管理等におい

て費用の縮減に配慮しなければならないことを規定いたしております。第６条及び、次の８ペ

ージの第７条においては、位置の選定及び敷地の安全等の措置を規定いたしております。第８

条においては、良好な居住環境を確保するための住棟等の基準を規定するとともに、第９条に

おいては、構造及び機能等の住宅の基準を第１項から第５項に渡り規定いたしております。第

１０条は住戸の基準となっており、第１項においては床面積基準を、９ページの第２項におき

ましては設備を、第３項におきましては化学物質による衛生上の支障の防止を規定しておりま

す。第１１条は、住戸内の各部において高齢者等を含めた移動等の利便性及び安全性の確保を

適切に図るための措置を規定いたしております。第１２条の共用部分から１０ページの第１７

条の通路までについては、それぞれ共用部分、附帯施設、児童遊園、集会所、広場及び緑地の

整備基準を規定いたしております。附則第１項につきましては、施行日を平成２５年４月１日

と定めるとともに、第２項につきましては、適用除外規定となっております。 

 以上、提案理由の説明といたします。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから２件について、総括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
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 お諮りします。 
 ２件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 
 

○議長（村尾富造君） 
 これから、議案第６号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第６号 清里町営住宅等の整備基準を定める条例の制定は、原案のとおり

可決されました。 
 

●日程第１０～日程第１１  議案第８号～議案第９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第８号 清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

から、日程第１１ 議案第９号 清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の２件については、会議規則第３７条の規定により、一括議題にしたいと思い

ますが、これ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、日程第１０ 議案第８号から、日程第１１ 議案第９号までの２件は、一括議

題とすることに決定しました。 

 ２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８号 清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改

正する条例及び、議案第９号 清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、第２次地域主権改革一括法による廃棄物処理及び清掃に関する法律の改正に
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伴い、両条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げますので、６ページをお開き

ください。 

 ６ページは、清里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてであ

り、改正後の条例によりご説明申し上げます。今回の改正は、一般廃棄物の処理計画の公表義

務に関する改正であり、第５条第２項を、「前項の計画を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない」に改めるものでございます。附則につ

きましては、施行期日を定めるものでございます。 

 ７ページから８ページにつきましては、清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例についてであり、改正後の条例によりご説明申し上げます。今回の改

正は、市町村が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格に関する基準が、市町

村の条例に委任されたため、廃棄物処理法施行規則の参酌すべき基準により定めるものでござ

います。第２条の次に、第２条の２「技術管理者の資格」の１条を加えるものでございます。

第１号、２号は技術士、第３号は環境衛生指導員、第４号、５号は大学、第６号と８ページの

７号は短期大学または専門学校、第８号、９号は高等学校または中等学校、第１０号、１１号

はその他資格に関する基準を定めたものでございます。附則につきましては、施行期日を定め

るものでございます。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただきます。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから２件について、総括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 ２件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

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

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第８号 清里町廃棄物の処理及び清掃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。 
 

○議長（村尾富造君） 
 これから、議案第９号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 
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（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第９号 清里町一般廃棄物処理施設設置及び管理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１２～日程第１４  議案第１０号～議案第１２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第１０号 清里町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護

予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定から、日程第１４ 議案第１２号 

清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定

までの３件については、会議規則第３７条の規定により、一括議題にしたいと思いますが、こ

れ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、日程第１２ 議案第１０号から、日程第１４ 議案第１２号までの３件を、一

括議題とすることに決定しました。 

 ３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１０号 清里町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定について、提案理由を

ご説明申し上げます。 
 本件は地域主権一括法により、これまで厚生省令により定められていた介護サービス等の基

準について権限を委任され、条例で定めるものでございます。 
 別冊の制定条例の１３ページをお開きください。第１条は本条例の趣旨で、介護保険法に基

づき事業者の指定に関する基準を定めるものです。第２条は当該事業所の規模の規定、第３条

は指定する事業者の資格を定めるもので、国の基準のとおりに規定しております。附則は施行

日を定めるもので、平成２５年４月１日とします。 
 続きまして、議案第１１号 清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

 本件も地域主権一括法により、介護サービス等の基準について条例で定めるものです。要介

護１～５の介護が必要な方に提供するサービスの事業に係るものです。 
 制定条例集の１５ページをお開きください。第１章の総則は、介護保険事業に基づき事業者

の人員、設備及び運営の基準を定める旨の条例の趣旨と、本条例の用語の定義、事業者の守る

べき原則を規定しています。第２章から第９章までは、提供するサービスごとの基本方針、人

員、設備、運営に関する基準を規定しています。これも国の基準のとおりに定めております。

附則は施行日の規定と、平成２９年度末までに医療機関がその施設を当該サービス事業に転換
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した場合の設備の基準を規定しています。 

 続きまして、議案第１２号 清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

 本件も地域主権一括法により、介護予防サービス等の基準について条例で定めるものです。

要支援１及び２または要支援２の介護予防が必要な方に提供するサービスの事業に係るもので

す。 
 制定条例集の１２９ページをお開きください。第１章の総則は、介護保険法に基づき事業者

の人員、設備及び運営の基準を定める旨の条例の趣旨と、本条例の用語の定義、事業者の守る

べき原則を規定しています。第２章から第４章までは、提供するサービスごとの基本方針、人

員、設備、運営に関する基準を規定と、介護予防のための効果的な支援の方法、これは介護予

防の支援のための用意や手法などを定めるもので、これも国の基準のとおりに定めております。

附則は施行期日を定めております。 

 以上で、説明を終わります。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから３件の議案に対し、総括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 ３件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第１０号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第１０号 清里町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護

予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の制定は、原案のとおり可決されました。 
 

○議長（村尾富造君） 
 これから、議案第１１号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第１１号 清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
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関する基準を定める条例の制定は、原案のとおり可決されました。 
 

○議長（村尾富造君） 
 これから、議案第１２号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第１２号 清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の制定は、原案のとおり可決されました。 
 

●日程第１５～日程第１８  議案第１６号～議案第１９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第１６号 清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定から、日

程第１８ 議案第１９号 布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等を定める条

例の制定までの４件については、会議規則第３７条の規定により、一括議題にしたいと思いま

すが、これ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、日程第１５ 議案第１６号から、日程第１８ 議案第１９号までの４件を、一

括議題とすることに決定しました。 

 ４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１６号 清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制

定について、提案理由のご説明を申し上げます。 
 本条例の制定につきましては、第１次地域主権改革一括法による道路法第３０条及び第４５

条の改正により、道路管理者である市町村は政令で定める基準を参酌し、特定項目に係る構造

を除く市町村道の構造並びに管理する道路に係る道路標識の寸法及び文字の大きさについて、

内閣府令、国土交通省令の定めるところを参酌し、条例で規定することが必要になったことか

ら、新たに条例を定めるものでございます。尚、条例制定にあたっては、北海道が新たに定め

る条例案を参考とする中、地域実態に応じた内容といたしてございます。 
 それでは、条例の内容について各条に沿ってご説明申し上げます。別冊の条例制定集の１９

１ページをご覧いただきたいと存じます。 
 第１条は条例の趣旨、第２条は用語の定義を規定するものでございます。第３条は道路の区

分となりますが、法令による区分根拠を定めるものでございます。第４条は道路の構造の技術

的基準となりますが、具体的な基準については次条となる第５条から第４４条において定める

ことを規定いたしております。第５条は車線等を規定しておりますが、第１項は車道は車線に
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よる構成であることを規定するとともに、合わせて例外規定を定めるものでございます。同条

第２項から第４項までは、清里町に管理する道路に高速道路及び自動車専用道路が存しないこ

とから、第３種及び第４種の道路区分について、設計基準交通量、１車線当たりの設計基準交

通量及び車線幅員の基準を規定いたしております。第５項につきましては、第３種５級及び第

４種４級の車道幅員の規定となっております。１９３ページの第６条につきましては、車線の

分離等の規定であり、同条第１項から第８項までそれぞれ方向分離及び中央帯の設置、中央帯

の幅員、側帯、附帯工作物等を規定しております。１９４ページの第７条は副道に関する規定

であり、４車線以上の場合は必要に応じて副道を設けることができることを、及び副道の幅員

標準を定めております。第８条においては、路肩の構造基準を定めており、同条第１項におい

ては路肩の設置を、第２項から第８項については路肩の幅員基準等を、１９６ページ、第９項

においては歩道等を設けない場合にあっても、歩行者や自転車の通行するスペースの確保を可

能とする路肩幅員の考慮規定、さらに、第１０項においては積雪寒冷地の特性を勘案した除雪

への考慮規程となっております。第９条は停車帯に係る規定となっており、同条第１項につい

ては第３種にあっても、観光等の停車需要がある場合などを勘案し、第４種に加え停車帯が設

置できるよう規定するものでございます。第２項は停車帯の幅員を、第３項は第３種の停車帯

については地域ごとの事情が異なることから、必要な幅員について柔軟に設定できるよう規定

いたしております。第１０条は自転車道、１９７ページの第１１条は自転車歩行者道、第１２

条は歩道の規定となっており、基本的には政令及び北海道の条例案に準じる内容となっており

ます。第１２条第３項におきましては、地域事情や用地的な制約等により、歩道幅員の確保が

困難な場合の特例を規定しております。第１３条は歩行者の滞留の用に供する部分を、第１４

条は堆雪幅を規定しており、同条第１項においては積雪寒冷地の特性を勘案し、堆雪幅の設置

を、第２項においては中央帯、路肩、歩道等を交通に支障の及ぼさない範囲で堆積幅として用

いることができることを規定いたしております。第１５条は植樹帯の規定となっております。

以下、第１６条の設計速度から２１１ページの第４３条の自転車専用道路及び自転車歩行者専

用道路までの規定につきましては、政令及び北海道の条例案に準拠する中、清里町が管理する

道路に高速道路及び自動車専用道路が存しないことから、第３種及び第４種の道路のみについ

て規定するとともに、第２２条の視距及び第２３条の縦断勾配等の規定におきましては、積雪

寒冷地であることから生じる路面凍結での制動距離等を勘案した規定としております。２１２

ページの第４５条は、道路に設ける道路標識の寸法を規定いたしておりますが、国の基準とな

る政令を参酌した結果、これまでの基準と同様とし規則委任を行うものでございます。附則第

１項は施行日を、附則第２項は適用除外及び経過規定を定めるものでございます。 

 続きまして、議案第１７号 清里町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を

定める条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例の制定につきましても、同じく第１次地域主権改革一括法による高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律（新バリアフリー法）第１０条の改正により、道路管理者

である地方公共団体は、特定道路の構造に関する基準については省令で定める基準を参酌して

条例で定めることになりましたが、特定道路以外の道路においても、道路管理者はその管理す

る道路を基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されま

したので、本町においても法第１０条第１項に規定する基準を条例により定めるものでござい

ます。 
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 それでは、条例の内容について各条に沿ってご説明申し上げます。別冊の２１３ページをご

覧いただきたいと存じます。 

 第１章総則の第１条につきましては条例の趣旨、第２条につきましては用語の定義を規定す

るものでございます。第２章歩道等の第３条の歩道については道路の歩道設置を、第４条第１

項及び第２項については有効幅員を規定し、同条第３項においては高齢者等への有効幅員の考

慮規程を定めております。第５条の舗装においては第１項で構造を、第２項では素材と仕上げ

を、第３項は排水施設を設ける場合の杖や車椅子等への構造的な配慮を規定しております。第

６条は勾配、第７条は歩道等と車道等の分離、２１５ページの第８条は高さ、第９条は横断歩

道に接続する歩道等の部分、第１０条は車両乗入れ部の規定となっており、いずれも省令に記

された参酌基準を本条例では用いております。第３章の立体横断施設の第１１条立体横断施設

及び第１２条のエレベーター、第１３条の傾斜路、第１４条のエスカレーター、第１５条の通

路、第１６条の階段の規定については、それぞれ設置する場合の規定となりますが、全て省令

基準に準拠した基準となっております。２２０ページ、第４章は乗合自動車停留所に係る条項

であり、第１７条においては設置場所における歩道等の部分の車道等に対する高さ、第１８条

はベンチ及び上屋の設置の規定となります。尚、省令においては路面電車停留所等の規定が設

けられておりますが、当町においては路面電車等が存しないことから規定は設けないこととし

ております。第５章は自動車駐車場に係る条項規定となっており、第１９条第１項においては

障害者用駐車施設の設置、同条第２項においては駐車施設の数、第３項においては構造を規定

するものでございます。第２０条においては障害者用停車施設、第２１条においては出入口、

以下、第２９条の便所の規定まで、全条項とも省令に準拠した基準により構造等を規定してお

ります。２２４ページの第６章は移動等円滑化のために必要なその他の施設等を規定するもの

であり、第３０条の案内標識から２２５ページの第３４条の防雪施設まで、同じく省令に準拠

した基準により設置する場合の基準の規定を行っております。附則第１項は施行日を、第２項

から第６項までは経過措置を規定するものでございます。 

 続きまして、議案第１８号 清里町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定

める条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 
 本条例の制定につきましても、第１次地域主権改革一括法による河川法第１００条の改正に

より、市町村は準用河川における河川管理施設等の構造基準について、政令で定める基準を参

酌して条例で規定することが必要とされましたので、本町においても新たな条例を定めるもの

でございます。尚、清里町において本条例が適用される準用河川は、チエサクエトンビ川の江

南一の沢合流点から、町道１線道路玉川橋の２級河川上流までの区間、２．９２キロメートル

となります。 
 条例の制定にあたっては、参酌基準となります国の河川管理施設等構造令に準拠するととも

に、清里町の準用河川において存しない工作物に関する規定を除くとともに、海域の影響を受

けないことや故障が存在しないことなど、管理する準用河川の規模と実態に即した条例規定を

行うものでございます。 
 それでは、条例の内容について各条に沿ってご説明申し上げます。別冊の２２７ページをご

覧いただきたいと存じます。 

 第１章総則の第１条は本条例の趣旨規定となっており、第２条は用語の定義を規定するもの

でございます。第２章は堤防に係る規定となっており、第３条においては摘要の範囲を、２２
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８ページの第４条においては構造の原則を規定いたしますが、清里町の準用河川においては海

域の影響を受けないため、高潮区間及び高規格堤防に関する規定は設けておりません。第５条

については材質及び構造を、第６条においては高さを、第７条においては天端幅を、第８条に

おいては盛土による堤防の法勾配等を、第９条においては護岸、２２９ページの第１０条にお

いては水制、第１１条は管理用通路、第１２条は背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例、第

１３条においては天端幅の規定の適用除外等、２３０ページの第１４条は連続しない工期を定

めて段階的に築造される堤防の特例となっておりますが、各規定ともに国の基準を参酌する中、

先の第６条の高さにおいては、計画高水位より０．６メートルを加えた値以上とし、かつ隣接

する堤内及び地形に応じた高さとすることができる規定など、先にご説明したとおり当町の管

理する準用河川の規模と実態に即した基準規定を行っております。第３章は床止めに係る規定

となっており、第１５条は構造の原則、第１６条は護床工、第１７条は護岸、第１８条は魚道

を規定しておりますが、原則的に国の参酌基準に準拠した基準となっております。続いて、第

４章は堰に関する規定となりますが、第１９条においては構造の原則を規定しており、第２０

条は流下断面との関係に係る規定となりますが、本町においては固定堰の設置に係る基準のみ

規定するものでございます。第２１条の管理施設から第２３条の洪水を分流させる堰に関する

特例についても、国の参酌基準に準拠した規定となります。第５章につきましては水門及び樋

門に係る条項となりますが、第２４条の構造の原則から２３２ページの第３０条の護床工等ま

で、高潮区間及び高規格堤防に係る規定等を、本町の条例においては設けないことを除き、国

の参酌基準による基準を用いた規定となります。第６章は橋に関する規定となっており、第３

１条及び第３２条においては、河川区域内に設ける橋台の構造の原則及び橋台の規定となって

おり、第３３条の桁下高等から第３６条の適用除外まで、同じく国の参酌基準を準用した規定

となっておりますが、当町の準用河川の規模を勘案し、構造上、橋脚を要する必要がないこと

から、当該条項については規定を設けない一方、第３３条の桁下高等の規定においては可動堰

について規定条項を設けないことから、これまでと同様の基準を規定するものでございます。

２３４ページの第７章は伏せ越しに係る条項規定であり、第３７条の適用の範囲から２３５ペ

ージの第４１条の深さまで、国の参酌基準による規定内容となっておりますが、第４１条の深

さ規定におきましては、当該条例適用河川の規模を勘案し、高水域の規定については除外して

おります。第８章は雑則となり、第４２条は適用除外を、第４３条においては計画高水流量等

の決定又は変更があった場合の適用の特例を、第４４条においては小河川の特例規定となって

おります。附則第１項においては施行日を定めるとともに、第２項においては経過措置を規定

いたしてございます。 

 続きまして、議案第１９号 布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等を定め

る条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例の制定につきましては、第２次地域主権改革一括法による水道法第１２条及び第１９

条第３項の改定により、従来、水道法、水道法施行令及び施行規則に規定されていた水道布設

工事に関する監督者の配置基準と資格基準並びに水道技術管理者の資格基準については、設置

者たる各地方自治体の条例に委任されることになりましたので、関係法令を参酌した中、新た

に条例を定めるものでございます。尚、条例制定にあたっては、各法令に準拠する内容となっ

ており、従来の取り扱い等の変更は生じてございません。 

 それでは、条例の内容について各条に沿ってご説明申し上げます。別冊の２３７ページをご
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覧いただきたいと存じます。第１条については条例の趣旨を規定しております。第２条は布設

工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事を、同条第１号及び第２号に規定しております。

第３条は布設工事監督者の資格を規定する条項であり、同条第１号から第８号までそれぞれ資

格要件を規定しております。２３８ページの第４条は水道技術管理者の資格に関する規定であ

り、同じく同条第１号から第６号までそれぞれ資格要件を規定しております。附則は条例の施

行期日を定めるものでございます。 
 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから議案４件について、総括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 ４件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第１６号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第１６号 清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定は、原案

のとおり可決されました。 
 

○議長（村尾富造君） 
 これから、議案第１７号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第１７号 清里町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を

定める条例の制定は、原案のとおり可決されました。 
 

○議長（村尾富造君） 
 これから、議案第１８号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
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 起立全員です。 
 したがって、議案第１８号 清里町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定

める条例の制定は、原案のとおり可決されました。 
 

○議長（村尾富造君） 
 これから、議案第１９号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第１９号 布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等を定め

る条例の制定は、原案のとおり可決されました。 
 

●日程第１９  議案第２号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第１９ 議案第２号 清里町暴力団の排除の推進に関する条例の制定を議題とします。 
 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２号 清里町暴力団の排除の推進に関する条例の制定につき

まして、提案理由のご説明を申し上げます。 
 清里町暴力団の排除の推進に関する条例の制定につきましては、安全で安心な地域社会の実

現に向けて、町民の安全で平穏な生活の確保及び経済活動の健全な発展のため、社会及び地域

全体で暴力団の排除を推進するために、新たな条例を制定するものでございます。 
 それでは、別冊資料の制定条例によりご説明申し上げますので、１ページをお開きください。 
 第１条は本条例の目的を定めるものであり、清里町における暴力団の排除について基本理念

を定め、地域一体となって暴力団の排除を推進し、町民の安全で平穏な生活の確保、地域経済

活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とするものでございます。第

２条はこの条例における用語の意義を定めるものであり、第３条においては暴力団が町民生活

などに不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団による不当な行為の防止、

これによる町民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除するために、町、町民、事業者及

び関係機関などによる相互の連携と協力のもとに推進することを、基本理念として定めたもの

でございます。２ページをお開きください。第４条より４ページの第１４条までは、暴力団の

不当な行為及び不当な影響を排除するため、町、町民及び事業者の責務を明らかにするととも

に、町が実施する事務及び事業者が暴力団を利することとならないよう、必要な措置を講ずる

こと、町が町民等に対する支援、青少年への暴力団加入防止などのための適切な措置を講ずる

こと、町民等が暴力団の威力を利用すること及び利益供与の禁止などの基本となる事項を定め

たものでございます。附則につきましては、第１項は施行期日を、第２項は本条例の制定に伴

い、平成８年１０月１日条例第１１号の、清里町公共施設の暴力団排除に関する条例を廃止す

るものでございます。 
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 以上で、提案理由の説明とさせていただきます。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第２号 清里町暴力団の排除の推進に関する条例の制定は、原案のとおり

可決されました。 
 

●日程第２０  議案第３号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第２０ 議案第３号 町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 ただ今上程されました、議案第３号 町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例の一

部を改正する条例について、提案理由をご説明申し上げます。 

 本件については、清里町有林管理計画の見直しが行われたことに伴う改正並びに過去に学校

営繕林の一部が町有林に返納されていることにより、町有林野基金の設置、管理及び処分に関

する条例の「別表第１」並びに「別表第２」の所在及び面積について改めるものであります。 
 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げますので、審議資料の１ペー

ジをお開きください。 

 別表第１は、改正前の面積の単位「平方メートル」を、改正後において「ヘクタール」に改

め、改正前の「清里町字江南８０８番地」から「清里町字清泉２５９番地」までの６筆を削除

し、改正後において「清里町字向陽３２６番地の内」から次のページの下段、「斜里町字来運

１９４番地の内」までの２９筆を加えるものです。次のページをお開きください。別表第２は、

改正前の「所在地」並びに面積の単位「平方メートル」を、改正後において「所在」並びに面

積の単位「ヘクタール」に改め、改正前の「清里小学校」の「清里町字江南４９７番地」から
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「清里町字向陽４４８番地」までの５筆、「江南小学校」の「清里町字江南６３８番地」から

「清里町字江南７３３番地」までの３筆、「清里中学校」の「清里町字向陽３２６番地の内」

の１筆を削除し、改正前の光岳小学校の「清里町札弦町２７８番地」「１７８,７４１平方メー

トル」を、改正後において「清里町札弦町２７８番地の内」「１７．８４ヘクタール」に改め

るものです。 

 なお、改正後の条例は、附則において公布の日から施行するものです。 

 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３号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第３号 町有林野基金の設置、管理及び処分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２１  議案第４号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第２１ 議案第４号 清里町図書館条例の一部を改正する条例を議題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長（岸本幸雄君） 
 ただ今上程されました、議案第４号 清里町図書館条例の一部を改正する条例について、提

案理由をご説明いたします。 
 本件につきましては、平成２５年度よりスポーツ・文化施設の管理を一般社団法人に業務委

託することを予定しており、これに合わせて利用者へのサービス向上を図るため、現在は休館

日としています祝日の開館を行うための改正となります。 
 改正内容につきましては、別冊の審議資料の４ページをご覧いただきたいと思います。 
 第５条の開館時間及び休館日の定めについて、第１号、開館時間のイの「日曜日」の次に「及

び祝日」を加えます。次に第２号、休館日のアの「国民の祝日に関する法律に規定する休日。
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ただし、その日が月曜日に当たる時はその翌日とする。」を削除し、次の「イ」が「ア」に繰

上りとなり、毎週月曜日の次の「（月曜日が祝日の場合は翌日）」を「（祝日を除く）」に改

めます。同じく第２号の「ウ」が「イ」に繰上りとなります。尚、図書館同様、法人に業務委

託を予定しておりますトレーニングセンター、町民プール、緑スキー場、その他のスポーツ施

設及び郷土資料館につきましても規則を改正し、祝日の開館を行うことを予定しております。

附則については、施行月日を定めるもので平成２５年４月１日とするものであります。 
 以上で、提案理由の説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第４号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第４号 清里町図書館条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 
 

●日程第２２  議案第７号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第２２ 議案第７号 清里町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定を議題とします。 
 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７号 清里町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ

いて、提案理由をご説明申し上げます。 
 本件につきましては、昨年５月１１日に公布されました、新型インフルエンザ等対策特別措

置法の規定に基づき、国が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を発した際に、市町村に設置す

る対策本部の組織を規定する条例を制定するものでございます。 
 別冊の制定条例集の１１ページをお開きください。 
 第１条は目的を定めるもので、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、対策本

部に関し必要な事項を定めるものです。第２条は組織を規定するもので、本部長、副本部長他、
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必要な職員を配置する旨を規定しております。第３条は会議の招集、第４条は部の設置につい

ての規定です。次のページをお開きください。第５条は雑則を、附則では施行の日を定めるも

ので、新型インフルエンザ等対策措置法の施行の日と同日と規定しています。 
 以上で、説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第７号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第７号 清里町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定は、原案のとお

り可決されました。 
 

●日程第２３  議案第１３号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第２３ 議案第１３号 パパスランド設置条例を廃止する条例を議題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 
 
○産業課長（斉藤敏美君） 
 ただ今上程されました、議案第１３号 パパスランド設置条例を廃止する条例について、提

案理由をご説明申し上げます。 
 本件につきましては、パパスランドの新設に伴い、現行のパパスランドは農産加工施設等と

して活用するため、現設置条例を廃止するものであります。 

尚、廃止内容は全部を廃止するものであり、廃止する条例は、附則において平成２５年４月

１日から施行するものであります。 

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） 
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○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１３号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第１３号 パパスランド設置条例を廃止する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 
 

●日程第２４  議案第１４号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第２４ 議案第１４号 農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の制定を議題とし

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１４号 農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の制定

について、提案理由をご説明申し上げます。 

 本件につきましては、現在、建設中でありますパパスランドの新設に伴い、施設管理・運営

方法等について条例を定め、管理運営を行うこととするものであります。 

 それでは、別冊の制定条例の１８３ページでご説明いたしますのでお開きください。 

 第 1 条は目的でありまして、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の趣旨を鑑みなが

ら、地元農畜産物等の直売・食材提供及び地域住民の健康増進、コミュニケーションの促進を

図ることとするものです。第２条は施設の名称及び位置を定めるもので、本施設の名称はパパ

スランド、位置は清里町字神威１０７１番地４とするものです。第３条の施設の管理運営につ

きましては、必要な事務を処理するため職員を置くもので、第４条は施設の休館日及び開館時

間を定めたものです。第５条は施設使用の許可について、町長は指定管理者以外の者に、営業

行為等の許可は行わないものとする規定でございます。第６条は温泉入湯料の徴収に関する規

定、第７条は入湯料の減免規定となっており、特別な事情があると認めた時は、入湯料を免除

することができる規定となっております。次のページをお開きください。第８条は指定管理者

による施設の管理について、地方自治法の規定により、指定管理者に管理を行わせることがで

きることとしており、第２項は施設の休館日及び開館時間の変更規定、第３項は規定中、町長

とあるのは指定管理者と読み替える規定、第４項は入湯料は指定管理者の収入として収受する

規定、第５項は入湯料の額は別表の範囲内において町長の承認を得て定めるものとする規定と
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しております。第９条は指定管理者の業務について、第１０条は原状回復業務について、第１

１条は情報漏えい防止のため守秘義務を規定しました。次のページをお開きください。第１２

条は損害賠償について、第１３条は免責事項について、第１４条は委任事項を定めたものでご

ざいます。別表は、パパスランド温泉施設入湯料を定めたもので、入湯料の額は現行のパパス

ランドと変更しておりません。尚、本条例は、附則において平成２５年４月１日から施行する

ものでございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 質疑と言うか、確認をしたいわけですが、第７条に「町長は、特別な事情があるときは、入

湯料の一部を免除することができる」とあるわけですが、同時に第８条の３項で、これの「「町

長」は「指定管理者」に読み替える」とあるわけですが、特別な理由ということ、この部分に

ついて再確認ですけれどもしておきたいと思います。それと同時に、これを町長が決める場合

は良いかと思うのですが、指定管理者がした場合には町に対する報告等、そのような環境等と

いうのは、どういうことを考えておられるのか、お願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 入湯料の変更などを行う場合は、事前に町長の許可を得るものでございます。それから、「特

別な事情により」と言うのは、例えば災害とかでやむなく町長が減免をしなければならないと

いうような場合等でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 そのことは、この規約の中にあるわけですが、その部分を指定管理者の中における場合に、

きちっと要綱あるいはそういう形の中に、前もって指定管理者が町長に報告を得てその許可を

することができるのか。あるいは、これはした後に報告ができるのか。この辺が明快に出てい

ないのですが、その辺はどのような処理できちっとされるのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 
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○産業課長（斉藤敏美君） 

 入湯料の変更などにつきましては、事前に町の方に協議をなされて、町長の承認をもって変

更なされるものでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問と答弁が合っていないようなので、加藤議員、もう一度質問を言ってください。 

 

○４番（加藤健次君） 

 私が言っているのは変更ではなく、特別な事情があった場合に認めるというふうになってい

るわけです。その認めるのは町長が認めるなら良いのですが、その権利と言うか、条件を指定

管理者に認めるというふうに条例で書いているわけです。その場合において、指定管理者がそ

のことを「特別」と認めた時には、前もって町長に報告されるような規定がきちっとあるわけ

ですかと。なされているのですかということ。あるいは、事後報告でよろしいのですかという

ことの確認をしたかったのです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 入湯料の変更など特別な場合は、あくまでも町長と事前に協議をして承認を得てから定める

ものでございます。また、条例の他に、条例に基づきまして基本協定、指定管理者とは基本協

定を締結しておりますので、基本協定書の中にはまた詳しく各条文を記載しているものでござ

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 特別な事情と言うのはしょっちゅうあるものではないわけで、私はこの免除の部分に関して、

ここに第１条の目的に掲げている、これからいろんな部分における災害時の避難場所、そうい

う関係の時に発生する部分というのがあるかと思うのですが、そういう事態の中の大小という

のは非常に微妙な部分が出てくることがあるかと思うんです。パパスランドに、今回は農林水

産直売所、ここの施設の問題ですけれども、他の施設についても同じことだろうと思うんです。

できればその規定する内容というものを十分にして、災害時やそういう環境の時に十分適用で

きるような環境というのも、ある意味ではこの文章からの次の条例でなくて、要項等の十分な

協議をなされて、制定されていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 



28 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 災害とか特別なことが起こり得ることもありますので、そういうものが適切に処理できるよ

うに要領とか要項を定めながら、進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、よろしいでしょうか。 

（「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。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第１４号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１４号 農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の制定は、原案の

とおり可決されました。 

 

●日程第２５  議案第１５号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第２５ 議案第１５号 町民活動施設設置条例の制定を議題とします。 
 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１５号 町民活動施設設置条例の制定について、提案理由を

ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、パパスランドの新設に伴い、現行のパパスランドは一部解体し、改修

を行い、町民活動施設として活用することから、新たに町民活動施設設置条例を制定し、施設

の適正な管理運営を行うこととするものであります。 

 それでは、別冊の条例制定の１８７ページでご説明いたしますので、お開きください。 

 第１条は目的でありまして、地元農畜産物等の加工及び地域住民が実施する作品制作並びに

健康増進施設として、管理運営に必要な事項を定めるものです。第２条は施設の名称及び位置

を定めるものであり、本施設の名称は町民活動施設、位置は清里町字神威１０７１番地４でご

ざいます。第３条は施設の管理運営について、必要な事務を処理するための職員を置くもので、

第４条は施設の休館日及び開館時間を定めております。第５条は施設の使用許可について、使
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用する者は町長の許可を受けなければならない規定でございます。第６条は施設使用の制限を

定めたもので、町長は、公安・風俗その他公益を乱す恐れがあるときなど、施設の管理上必要

があると認める場合は、使用の制限を付すことができる規定を定めています。第７条は施設使

用許可の取り消し等について、町長は許可を受けた者が使用許可の条件に違反したときなどは、

許可を取り消し又は使用制限などができる規定を定めたものです。次のページをお開きくださ

い。第８条は施設使用料について、施設使用料の徴収並びに使用料の額について、第９条は施

設使用料の減免について、特別の事情があると認めるときは免除することができる規定、第１

０条は委任事項を定めたものです。別表は、町民活動施設使用料を定めたもので、使用料の額

は現行のパパスランドと変更ありません。尚、本条例は、附則において平成２５年４月１日か

ら施行するものです。 

 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。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 これも確認をしておきたいのですが、当初から目的の中には「地元農畜産物の加工及び住民

が実施する……」ということの中で、一番最後の備考のところに、営業目的の部分では「３倍

以内の額を徴収することができる」という規定はあるわけですが、前もっていろんな形の中で

この施設の論議がなされてきた中で、新しい商品あるいは食材等を作って、一部作った物を販

売したいと、こういう時の使用の基準というものが、この条例の中にはないわけですが、規則

あるいは細部にわたってそういう考え方、そういうものの申し出があった時には使用できると

いうことが、この備考のことから考えられるわけですけれども、その辺この条例を制定するに

あたりまして、再確認をしておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 備考欄の「営業の場合の３倍の徴収」と言いますのは、加工室の部分を踏まえて制定してい

るものではございませんで、例えばパークゴルフ場などもございます。パークゴルフ場でどこ

かの団体が来て、そこで営業するという場合もありますので、広い意味での町民活動施設とい

うことで、営業は高い金額を徴収しますよということを示しているものでございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 
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 認識不足で申し訳ありません。では、先ほど聞きました農産加工施設を、地場産の農産物あ

るいは食材等を使ってですね、試験的に作りたいと。そして同時に、そのことは一部どういう

反応があるのか販売をしたいという時の許可あるいは使用の環境というのはどういうふうにな

っているのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町民活動施設におきましては、営業、製造許可等を取って製造するということは、原則認め

ておりません。従いまして、町の方に製造許可なりの申請をされて、そして営業行為をされた

ということになりますと、この３倍の料金徴収規定が適用になるというふうに考えているもの

でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ちょっと意味がわからなかったのですが、そこを使って持続的に営業するという目的で使用

ということは、私もあり得ないと思うのですが、ただ、町民がこういう物で食材で製品を企業

化していく時に、少し、一部販売をしてみたい、こういう場合についても、これは許可が必要

になると。保健所の許可とかいろんな問題になってくるので、そういう場合の使用方法につい

ての許可あるいは使用料というものの部分というのは、これは明記されていないということで

すか。その辺の配慮についてはどうなんですか。今までの委員会の中でいろんな論議をされて

きて、そういう部分についても、この施設の改築にあたっては考慮するという部分もあったか

と思うのですが、全くそういう部分についてはないということで、進めていくということなん

ですね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 この施設につきましては、設備基準としましては、保健所の製造許可などが得られるだけの

衛生設備は備えますが、町として製造許可などの許可は取得しないという考え方でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤議員、３回になったのですが、最後もう一度認めますのでつめてください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 
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○副町長（宇野充君） 

 この施設が設立された過去からの経緯は変わりませんで、ここでの営業活動は想定してござ

いません。ここにおいての加工施設の利用につきましては、町民がこういった物を実験的に、

例えばお味噌とかお豆腐とか、いわゆる生活改善の意味の施設ということでご理解をいただい

て、今後もここで営業のための、それから発展して、例えば町民の方で現にいらっしゃいます

けれども、ここでもって試験的に「あぁ、こういった物ができるんだな。じゃあ私は自分で自

立してやっていきましょう」と、これは良いと思います。ただ、ここで売る物を作るというこ

とではなくて、ここで試験的に「私はこういう物を作ってみたいんだけど、どんなもんかな」

と、いわゆるそういったものの施設ということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 ちょっと、３回でと言うから、関連みたいならおかしいのかな。いいのかな。 

 ちょっと今、お話を聞く限りでは、おそらく使っている側では微妙だと思うんですよね。前

処理段階みたいなことでの使い方もきっとできるんじゃないかなってなった時に、じゃあそれ

を営業とみなすかどうかっていうような判断。そこら辺も含めて。今、副町長もおっしゃられ

ていた試験研究、そして生活改善というような部分があるとすれば、きちっとした基準はきっ

ちり決めた方がいいんじゃないかと。そういう部分で、後々下ごしらえして、それが商売に結

びついたとなった時に、それは営業行為とみなすのかどうなのかって。そういう一つの厳格な

部分が出てくるんじゃないかなと。そう感じた時に、きちっとしたものが必要なのかなと感じ

るのと、もう一つ、おそらく今、６次産業化も含めて、町内で加工の関係については意外にそ

ういうような部分でいろんな動きがあると思います。そのことを踏まえた時に、議会の中から

も前々から、そういう部分で営業を含めた形のことができないのかっていうようなことも、打

診したような部分があります。あくまでもその部分はそうでなく、と決めたのは良いんですけ

ど、その中でやはり、そういう一つの情勢を踏まえた形の中で、あくまでも生活改善、試験研

究ということで、そういうことできっちり区分けをしてしまうことが本当にいいことなのかど

うなのか。そこら辺のことも含めて検討していただけるような部分があったらなと、そう思う

んですけど、そこら辺どうでしょうかね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 今、勝又議員さんからご質問がございましたとおり、６次化につきましては今後ますます、

あらゆる品質、あらゆる場面から出てくるのかなと予想されます。そう言ったことも予想しま

して、これにつきましては微妙な点もございますけれども、規約あるいは要項等々を定めまし

て、ある一定程度の制約をしていきながら運営していきたいと思います。と言うのも、これか
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ら想定されるのは、例えば肉があり、野菜があり、パンがあり、といろんな物に順応できるよ

うな加工室にはなってございませんので、その辺もご理解いただいて、この施設でできる範囲

での要項あるいは規則を定めながらいきたいと考えてございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 そうやって進めるという部分ですけど、おそらくそんなにゆっくりはしていられないかなと、

そのように思いますので、早急にそういう対応のほど、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１５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１５号 町民活動施設設置条例の制定は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２６  議案第２０号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第２６ 議案第２０号 清里町農山村景観・自然環境保全施設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２０号 清里町農山村景観・自然環境保全施設の指定管理者

の指定について、提案理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等に関する条例第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、清里町字江南８７２番地、清里町農山村景観・自然環境保全

施設でございます。指定する管理者の名称は、清里町水元町１２番地、特定非営利活動法人き

よさと観光協会でございます。指定の期間は、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日
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までの３カ年間でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第２０号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第２０号 清里町農山村景観・自然環境保全施設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。 
 ここで、１１時１５分まで休憩いたします。 

                             休憩  午前１１時０５分 

                             再開  午前１１時１５分 

●日程第２７  議案第２１号 

○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２７ 議案第２１号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第８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２１号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第８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１億８７１万９千円を追加

し、予算の総額を５０億４,２１７万８千円とするものです。 

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

書によりご説明申し上げます。 

 第２条の地方債の補正につきましては、５枚ほどお開き願います。第２表地方債補正の変更

につきましては、臨時財政対策債以下１１の起債につきまして事業費の確定により変更するも

のであり、変更後においては２,６４０万円の減の５億９,２７０万円となります。 
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 今回の補正予算につきましては、歳入では町税の賦課額確定による補正並びに特定財源及び

一般財源の確定による補正とともに各事業財源及び町債の調整を行うものです。 

 歳出では、事務事業の執行に伴う事業費の精算、物件費等の不用額の減額、燃料価格の高騰

に伴う各施設の所要額の補正、豪雪による除排雪に係る委託料の補正、介護老人保健施設の余

剰額を減債基金に積立、国民健康保険事業特別会計への繰出金の調整、さらには、国の平成２

４年度補正による緊急経済対策事業の増額補正を行うものです。 

 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。尚、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。 

 ４款衛生費・国民健康保険事業特別会計繰出金、１,３１８万３千円の補正につきましては、

医療給付費の増加している国民健康保険事業の安定的な運営を行うため、繰出しを行うもので

あります。５款農林水産業費・国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会負担金事業、５,

６１６万５千円の補正につきましては、平成２４年度国の緊急経済対策の補正予算を用いて緑

ダムの附帯施設の更新を行うため、事業費から国負担分を除く地元負担を本町の負担割合に基

づき所要額の補正を行うものであります。次の道営整備事業、１,５５４万８千円の補正につき

ましても、国の緊急経済対策の補正事業により、上斜里南地区・江南西６線地区の農道保全対

策事業費の２２．５％、１,５９７万５千円を負担するものであります。尚、次のページに事業

の位置図の添付をしております。７款土木費・道路橋梁維持事業、２,２９６万８千円の補正に

つきましては、豪雪による除排雪に係る委託経費の追加補正を行うものであります。次の公営

住宅建設事業、８,７５３万１千円の補正につきましても、国の緊急経済対策事業を活用して平

成２５年度建設予定のひまわり団地世帯向け住宅の整備を行うものであり、位置図及び平面図

は１１ページに添付をしております。 

 尚、ただ今ご説明いたしました、国の緊急経済対策による補正事業につきましては、財源に

ついては一般財源で予算計上を行っておりますが、地域の元気臨時交付金及び起債充当の可能

性がありますので、３月末日をもって専決処分により事業費の繰越及び財源の確定処理をさせ

ていただきたいと思います。 

 それでは、別冊の事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 最初に、歳出よりご説明申し上げますので、１４ページをご覧ください。事業費の精算や物

件費等の不用額の減額につきましては、一部説明を省略させていただきます。特定財源につき

ましても、主なもののみの説明とさせていただきます。 

 最初に、１款議会費の補正につきましては、旅費の不用額の減額となります。 

 ２款総務費・１目職員給与費につきましても、一般期末勤勉手当の不用額の減額をするもの

です。特定財源のその他、４１万円につきましては、保育料負担金などとなっております。２

項総務管理費・１目一般管理費につきましては、事業執行見込みによる不用額の減額となり特

定財源のその他、３７万円は、職員住宅使用料となります。２目財産管理費、９４４万３千円

の補正につきましては、介護報酬の剰余額等を減債基金への積立てが主たる要因となっており

ます。尚、今回の積立てにより、２４年度末の基金総額は６,００４万円増加の約３９億４千万

円となります。また、特定財源のその他３３７万５千円は、介護老人保健施設介護報酬が主な
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内容となっております。３目地籍管理費及び１０目緑センター費は財源振替を行うものであり

ます。５目自治振興費、８目町有林管理費、１５目行政情報システム管理費につきましては、

事業執行に伴う不用額の減額となっております。尚、自治振興費の特定財源その他、７２万７

千円の減額は、ケーブルテレビ等移行助成金の減額、町有林管理費の特定財源その他、２６２

万７千円の減額は基金繰入金の減額、行政情報システム管理費のその他財源は情報通信機器使

用料になります。１６ページをお開きください。３項開発促進費・１目企画振興費、３７７万

９千円の減額につきましては、事業執行のよる不用額及び移住者による住宅建設がなかったこ

とにより減額となります。尚、特定財源のその他３３５万円は、定住団地土地売払収入になり

ます。２目土地利用計画費は特にございません。３目花と緑と交流のまちづくり事業費、５８

０万４千円の減額につきましても、本年度事業実積による不用額の減額となります。６項選挙

費・２目衆議院議員選挙費につきましては財源調整を行います。 

 ３款民生費・１目社会福祉総務費、２目障害者自立支援費及び、次のページの４目老人福祉

費の減額につきましては、いずれも事業費の確定及び年度内の給付等の見込による調整を行う

ものです。尚、老人福祉費・２８節繰出金４４万２千円の補正は介護保険システム改修のため、

介護保険事業特別会計へ繰出金の増額補正を行ってまいります。特定財源のその他、５０万５

千円の減は老人ホーム入所措置費負担金の財源充当を減額するものです。項児童福祉費・１目

児童母子福祉費及び２目保育所費の補正につきましては、今後必要若しくは不足が見込まれる

ものの追加補正を行うものです。また、２０節扶助費の減額につきましては、児童手当の制度

改正による不用額を減額するものです。 

 ４款衛生費・２目予防費につきましては、検診及び予防接種等事業執行に伴う不用額の減額

をそれぞれ行うものです。また、１３節委託料の補正は、特定健康診査管理システム改修業務

委託料の補正を行うものです。３目各種医療対策費・２０節扶助費、３５０万円の減額補正に

つきましては、医療費の実績を見込んでの減額、また、２８節繰出金につきましては、国民健

康保険事業特別会計の安定的な運営を図るため繰出金の増額補正を行うものです。特定財源の

その他、５８万３千円の減は、高額療養費負担金の財源充当を減額するものです。４目環境衛

生費におきましては、斜里郡３町終末処理事業組合負担金の減額を行ってまいります。５目保

健福祉総合センター費につきましては、燃料高騰による燃料費など不足が見込まれる費用を補

正するものであり、特定財源のその他９１万４千円は、燃料費及び光熱費に係る老健施設及び

診療所からの負担分となります。２０ページの２項清掃費・１目清掃事業費、９９万６千円の

減額につきましては、事業執行による不用額を補正するものです。 

 ５款農林水産業費・１目農業委員会費及び３目畜産業費は、財源振替を行うものであります。

尚、畜産業費の特定財源その他、１２８万８千円は牧野使用料の充当財源を増額するものです。

２目農業振興費につきましては、不用額の減額整理を行うものであります。４目農地開発事業

費の補正につきましては、先ほどご説明いたしました国の緊急経済対策事業により実施する国

営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会負担金を補正するものであります。５目道営整備

事業費につきましても、先ほどご説明いたしました農道保全対策事業負担金の増額補正及び道

営事業実績による負担金の減額補正を行うものです。特定財源その他の４０９万２千円の減は、

受益者分担金を減額し、一般財源に振替えるなど財源調整を行います。８目農山漁村活性化対

策費、８９７万１千円の減額は、農林水産直売・食材提供供給施設及び連絡農道整備工事等の

請負残を減額いたします。９目団体営整備事業費、７０万４千円の減額につきましても、工事
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請負残を減額するものです。２項林業費・１目林業振興費及び２目自然保護対策費につきまし

ては、事業執行残を減額するものであります。 

 ２２ページの６款商工費・１目商工振興費につきましては、中小企業融資貸付制度改正によ

る所要額の補正及び事業執行残を減額するものであります。２目観光振興費の減額につきまし

ても、不用額の減額となります。尚、特定財源のその他１５０万円の減額は、パパスランド売

上げ等収入の減額補正よるものです。３目オートキャンプ場費及び４目江南パークゴルフ場費

は、年度事業終了に伴う実績清算によるものであり、特定財源その他の減額は使用料収入とな

ります。 

 ７款土木費・１目道路橋梁費の補正につきましては、１３節道路橋梁及び河川指定管理業務

委託料の補正は豪雪による除排雪に係る委託料の増額及び工事請負費等の減額は事業確定によ

るものです。２目道路新設改良費の減額につきましても、事業の確定による減額となります。

３項住宅費・１目住宅管理費の減額につきましても、事務事業執行に伴う減額となります。２

目住宅建設費８,７５３万１千円の補正につきましては、先ほどご説明申し上げました、国の緊

急経済対策事業を活用してひまわり団地に世帯向け住宅の整備を行うものであります。 

 ２４ページをお開き願います。８款消防費、７０万５千円減額につきましても、事務事業執

行に伴う斜里地区消防組合負担金の減額となります。 

 ９款教育費について、ご説明いたします。１項教育総務費・１目教育委員会費は財源振替、

２目教育諸費の減額につきましては、事業実績及び年度内執行見込により減額を行うとともに、

特定財源その他８９万円は、教員住宅使用料を財源充当してまいります。２項小学校費・１目 

学校教育費及び２目教育振興費の減額につきましても、事務事業執行に伴う減額となります。

４項社会教育費・３目生涯学習センター費の増額及び、２６ページの５項保健体育費・２目ト

レーニングセンター費の補正につきましては、燃料高騰により不足が見込まれる燃料費を補正

するものであります。尚、生涯学習センター費の特定財源その他、４５万７千円の減は、学童

保育料負担金及び使用料の減額、トレーニングセンター費及び４目スキー場管理費の特定財源

その他の減額は、体育施設使用料及びリフト使用料の減額となっております。 

 １０款公債費の１目元金及び２目利子につきましては、事業実績及び年度内執行見込により 

財源調整を行ってまいります。 

 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ページをお開き願います。一般

財源の補正額は、１款町税が１,４８６万２千円の増、９款地方交付税が１億１,４５２万３千円

の増、１９款町債の内、臨時財政対策債が１,９２０万円の増、１８款諸収入の内、一般財源は

４０８万円の増、従いまして、一般財源の今回の補正額は、合わせて１億５,２６６万５千円の

増となります。特定財源につきましては、歳出の中で主な内容をご説明申し上げましたが、１

１款分担金及び負担金が４４５万１千円の減、１２款使用料及び手数料が３１２万９千円の増、

１３款国庫支出金が１,８５４万９千円の増、１４款道支出金が１,６１２万６千円の減、１５款

財産収入が５６５万円の増、１６款繰入金が２６２万７千円の減となり、１８款諸収入の内、

特定財源では２６２万５千円の減、１９款町債の内、特定財源は４,５６０万円の減、２０款寄

付金が１５万５千円の増となります。その結果、特定財源の今回の補正額は、合わせて４,３９

４万６千円の減となります。 

 尚、地方交付税、及び過疎債等歳入の未確定なものや補正等により繰越事業で執行する一部

事業の歳入・歳出の確定処理が伴うものにつきましては、必要に応じ３月末日をもって専決処
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分をさせていただくことをご理解いただきたいと存じます。 

最後に、給与明細書についてご説明申し上げますので、事項別明細書の２７ページをご覧く

ださい。一般職につきましては、給与費の職員手当において補正後、１７５万円の減となり、

内訳では期末勤勉手当になります。 

 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。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 １点だけお伺いしたいと思います。審議資料の方の農林水産業費の国営畑かんの関係ですが、

今年度、２４年度補正をもって付帯施設の更新を行うということで、約５億ですか、合理化事

業ってことで事業につながっているんですけど、これはおそらくコンピューター関係だとかも

かなり古い物を使ってということで、おそらく定期的にこういうような更新の部分が、どのぐ

らいのスパンで起きてくるのかなということが、ちょっと気にかかる部分と、今回地元負担が

４７％、その内の清里負担が２３％と。５,６１６万が計上されているわけです。このぐらいの

金額が何年かごとにかかってくるのかなと、このように感じる部分。ただ、こういう予算措置

が今後とも国に対してきちっと担保が取れるようなことなのかどうなのか。そうでないとすれ

ば、１戸あたりにすると、これを農家戸数で割ると２５万ぐらいになっちゃうんですよね。そ

ういう負担も含めて、将来的な負担と言うか、そういうものもちょっと今、考えられる範囲で

お答え願いたいなと思います。 

 
○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 今回の補正につきましては、ただ今勝又議員さんからありましたとおり、総額５億円につい

て１市４町で、国の２４年補助事業で実施するものでございまして、本町におきましては、管

路延長などから２３．９％の割合を負担するというようなことから、５３％の国費補助はあり

ますが、４７％の町村負担部分、そして２３．９％の清里負担分ということで、地元負担が５,

６００万近くになったところでございます。今まではまだ経過年数が少なかったことから、大

きな修繕等は出てこなかったわけでございますが、とりわけパソコン関係につきましては、耐

用年数も短いわけでございまして、２５年度辺りから計画的に進めていこうということで、運

営協議会の方で協議をしていたところでございますが、今回この補正予算があったというよう

なことから、今年度一気に５億円程度の施設を整備するということになったものでございます。 

 今後、こういう事業が続くかどうかの部分でございますが、基幹水利施設などについては国

営の方でお願いしていけるものでございますが、それ以外の部分については協議会で負担して

行かなければならないというものでございます。 

 いずれにいたしましても、今回の補正事業で大きな部分の修繕が実施できたと思っておりま
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す。以上です。 

 
○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 内容はわかりましたが、ただ、これをやり始めた当初に何て言うか、国との関係で大きな補

修の関係についてそういうことがあった時には、国の方で財政措置をしてもらうということが、

果たしてきちっと確約取れているのかどうなのか。そこら辺も含めて、私も管理組合って言う

か、そっちもやっていますし、元の期成会にもいたんですけど、どうもそこら辺がはっきり将

来に向けての部分というのは、きちっとした明確な部分があったような、無いような部分で、

僕は捉えていた部分でございます。そのことも含めてなんですけど、ダムも半永久的にダムが

使えるわけでなく、おそらく耐用年数があって、当初言われていたのは５０年とか６０年とか

で、最終的には使い捨てのダムですよということを、開発の方からも聞いていたような経緯が

あります。そうなった時に、じゃあ使えなくなった時には一体どんなことになっちゃうのかな

というような部分を含めて、今まだ使っていますから、そんなに考えていくようなことではな

いのかもしれませんけど、使えなくなった時にはどういう形で処分していくっていうようなこ

とが、上の方で話されているようなことなのかどうなのかっていうのを、ちょっとお聞きした

いと思います。 

 
○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 この緑ダムにつきましては、当初からこの管理協定を結んで、１市４町で管理して行きまし

ょうということでございまして、最終的な使い捨てダムということで今、勝又議員がおっしゃ

いましたけれども、その最後がどういうふうになるのかというのは、まだ今現在では決まって

ございません。それから、改修の範囲でございますけれども、今回も５億円ということでござ

いますが、そういったものにつきましては、１市４町の責任においてやっていかなければいけ

ないということで、今回国の補助をいただきながら、４７％の地元負担を１市４町で賄うとい

うことでございまして、今後大きな改修あるいは修繕というのが出てくる場合には、その都度

国と協議していかなければいけないなという考えはございますけれども、基本的には修繕ある

いは改修につきましては、１市４町の方でやらなきゃいけないと認識してございます。 

 
○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今説明いただいたわけなんですけど、ちょっと突拍子もない難しいことを聞いてしまったか

なという感じなんですけど。ただ、僕が思うのは将来的負担なんですよね。それと、ちょっと
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極論で、じゃあ使わなくなった時ってなった時に、僕は今の原発問題が垣間見えるような部分

があるんじゃないかなと。先のことを考えないで物を造ってしまって、後始末は考えていない

ってね。そういうような部分を含めて、そんなに心配するようなことじゃないのかなってこと

はありますけど、近年やっぱり地震のことも含めて、将来使わないまま放置していって、危険

度合いとかそういうものも含めてね。そういうことは是非とも話していってみてください。そ

うでないと、とんでもないものを将来に負担を背負うようなことになってしまいますので。 

 あまり余計な心配をするべきではないのかもしれませんけど、先のことを考えるとそういう

ものも検討していくべきなのかなと、そのように感じる次第です。 
 
○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 基本的な考え方といたしまして、あのダムにつきましてはあくまでも国の物でございまして、

１市４町で管理をしてくださいということで、管理協定を結んでいるところでございます。今

後につきましても地元にあるわけでございますから、使わなくなった場合にはどうなるのかと

いうことは話題として、課題として、国とも協議しながらいきたいと存じております。 
 
○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１５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２１号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第８号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第２８  議案第２２号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第２８ 議案第２２号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長（薗部充君） 
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 ただ今上程されました、議案第２２号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ６３９万７千円を減額し、

予算の総額を４億２,５６２万４千円とするものであります。 

 第２項については、別冊の補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。 

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

５ページをお開きください。 

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

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

般会計繰入金、基金繰入金の増減に伴う財源調整を行うものであります。 

 １款総務費・１目一般管理費３３万６千円の増額は、制度改正に伴い、介護保険事務処理シ

ステムの改修業務委託に係るもので、補正額の財源はその他で一般会計繰入金であります。２

款保険給付費以降は、実行予算に基づくサービス給付費の補正と、財源調整を行うものです。

２款保険給付費・１項介護サービス等諸費・１目居宅介護サービス給付費７２６万２千円の増

額補正は、居宅介護サービス給付費の伸びによる居宅介護サービス給付費と、居宅介護サービ

ス計画給付費の増加であります。財源の内訳は特定財源の国道支出金においては、国費１１６

万８千円の増額、その他は支払基金で２３２万２千円の増額であります。２目施設介護サービ

ス給付費１,４００万円の減額補正内訳につきましては、老健、特養などの施設サービス給付の

減少によるものであります。特定財源の国道支出金は道費で２９３万７千円の減額であり、そ

の他は基金繰入金が２８３万８千円の増額、支払基金交付金が１,０１７万８千円の減額で、差

引７３４万円の減額であります。３目審査支払手数料１万８千円の増額につきましては、居宅・

施設介護サービス利用審査件数の増加に伴う役務費の補正であります。特定財源の国道支出金

については、国費の３千円増額であり、その他は一般会計繰入金６千円の増額であります。次

に、３項高額医療合算介護サービス等費・１目高額医療合算介護サービス等費１６１万８千円

の補正につきましては、該当者の増加によるものであり、特定財源の国道支出金は国費が４０

万４千円の増額、その他は一般会計繰入金１５万５千円、支払基金交付金５１万６千円のそれ

ぞれの増額で、合計で６７万１千円の増額であります。次のページをご覧ください。４項特定

入所者介護サービス等費・１目特定入所者介護サービス等費１３５万１千円の減額補正につき

ましては、対象者の減少によるものであります。特定財源の国道支出金は道費が２８万３千円

の減額であります。その他は支払基金交付金を７０万８千円減額する者であります。次の、３

款地域支援事業費・２項包括的支援事業費･任意事業費・２目任意事業費は、成年後見制度利用

者が見込まれないので、２８万円を減額するものです。特定財源は国道支出金が１６万円、そ

の他は一般財源繰入金５万５千円をそれぞれ減額する者であります。 

 また、全科目に渡る一般財源につきましては、介護保険料であり、合計１７万６千円の増額

となります。 

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

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

歳出でご説明いたしました。 

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

きましては、３月３１日付で専決処分を行ってまいりますので、ご理解をいただきたいと存じ
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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２２号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第２２号 平成２４年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 
 

●日程第２９  議案第２３号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第２９ 議案第２３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３

号）を議題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 ただ今上程されました、議案第２３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３号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ２,３５２万８千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ７億６,９２３万２千円とするものでございます。 

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

どご説明申し上げます。 

 今回の補正は、受診件数の増加などに伴う療養給付費の増額及び実行予算に基づく不用額の

整理を行うとともに、国道負担金等の確定に伴い、特定財源の調整を行うものでございます。 

 それでは、歳出よりご説明申し上げますので、事項別明細書の黄色い仕切りの５ページをお

開きください。 

 １款総務費・１目一般管理費につきましては、レセプト点検に要する賃金及び国保事務に関

する普通旅費の不用額で、合計３２万５千円を減額するものでございます。特定財源の国道支
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出金は、特定財源の調整に伴う道特別調整交付金の減額、その他は一般会計繰入金でございま

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

増加に伴い、２,７６０万円を増額するものでございます。特定財源の国道支出金１,０５１万円

は療養給付費であり、その他１,４４９万円は、前期高齢者交付金１４２万９千円、保険基盤安

定繰入金４７万７千円、その他一般会計繰入金１,２５８万４千円でございます。２目退職被保

険者等療養給付費より、４目退職被保険者等療養費につきましては、医療費の減少により退職

被保険者等療養給付費が２５０万円、一般被保険者療養費が９０万円、退職被保険者等療養費

を５万円減額いたします。特定財源その他は療養給付費交付金でございます。６ページをお開

きください。２項高額療養費・２目退職被保険者等高額療養費につきましては、医療費の減少

により１００万円減額いたします。特定財源その他１００万円は療養給付費交付金でございま

す。４項出産育児一時金につきましては、財源振替を行うものであり、特定財源の国道支出金

は国の出産一時金でございます。５項葬祭諸費につきましては、不用額の整理によるものでご

ざいます。３款後期高齢者支援金等から、次のページの６款介護納付金、７款共同事業拠出金

につきましては、支援金、納付金及び拠出金の確定に伴いそれぞれ補正するものでございます。

後期高齢者支援金２３万円、後期高齢者関係事務費拠出金２千円、介護納付金２２万８千円を

減額し、高額医療費共同事業医療費拠出金８４万９千円、保険財政共同安定化事業拠出金３６

１万２千円を増額いたします。後期高齢者支援金の特定財源その他２３万２千円は、療養給付

費交付金であり、高額医療費共同事業医療費拠出金の特定財源国道支出金４２万６千円は、高

額医療費共同事業負担金、その他４２万３千円は高額医療費共同事業交付金でございます。ま

た、保健財政共同安定化事業拠出金の特定財源その他２２５万４千円は、療養給付費交付金１

８４万円、高額療養費共同事業交付金４１万４千円でございます。８ページをお開きください。

８款保健事業費・１目特定健康診査等事業費につきましては、健康受診者の確定による健康委

託料の減額でございます。特定財源国道支出金５４万８千円は特定健診等検査等負担金、その

他４９万７千円は特定検査徴収金でございます。２項保健事業費・１目疾病予防費につきまし

ては不用額の減額と、予防接種事業負担金といたしまして、６５歳以上の被保険者のインフル

エンザワクチン接種費用４７万３千円を補正するものでございます。特定財源国道支出金４４

万７千円は道特別調整交付金でございます。 

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

 １１款の諸収入の内、延滞加算金及び過料、並びに返還金の４２万円につきましては、一般

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

しては、特定財源でございます。項目につきまして歳出でご説明いたしましたので、省略させ

ていただきます。 

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

分させていただきますことに、ご理解をいただきたいと思います。 

 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） 
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 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第２３号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第２３号 平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）は、原案のとおり可決されました。 
 

●日程第３０  議案第２４号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第３０ 議案第２４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２号）

を議題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 
 
○町民課長（澤本正弘君） 
 ただ今上程されました、議案第２４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２６０万円を追加し、予算

の総額を歳入歳出それぞれ６,２４３万３千円とするものでございます。 
 第１条第２項につきましては、後ほどご説明申し上げます。 
 今回の補正は、後期高齢者医療保険料の見込額により、広域連合納付金の補正を行うもので

ございます。 
 それでは、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、被保険者の加入増に伴い、後期高齢者医療保険料の現年度分２６０万

円を一般財源として増額補正するものでございます。 
 歳出につきましては、増額補正いたしました後期高齢者医療保険料を、後期高齢者医療広域

連合納付金として同額補正するものでございます。 
 尚、広域連合納付金及び繰入金等の確定並びに不用額整理等により、３月末日をもって専決

処分させていただきますことに、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上で、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） 
 昼食の時間ですが、議事の都合上、日程第３３ 焼酎事業特別会計補正予算まで続けて審議

いたしますので、ご了解ください。 
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 これから質疑を行います。 
（「質疑なし」との声あり） 

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第２４号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第２４号 平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 
 

●日程第３１  議案第２５号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第３１ 議案第２５号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

を議題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 
 
○建設課長（古谷一夫君） 
 ただ今上程されました、議案第２５号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 
 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１３８万６千円を減額し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ８,０６１万４千円とするものでございます。 
 第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。 
 今回の補正は、歳出の工事請負残額等の確定による不用額の減額及び歳入財源の調整措置を

行うものでございます。 
 それでは、歳入歳出補正予算についてご説明申し上げますので、別冊の説明資料、水色の簡

易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをお開きいただきたいと存じます。 
 歳出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２５万１千円の減額につきましては、１３節

委託料の請負残額及び２７節公課費の消費税額の確定に伴う減額となります。２款施設費・１

項施設整備費・１目施設整備費１５８万８千円の減額につきましては、１３節委託料及び１５

節工事請負費の入札等に伴う請負残を減額するものでございます。尚、特定財源のその他１３

９万円の減は簡易水道施設整備基金繰入金となっております。４款積立金４５万３千円の増額

につきましては、一般財源の剰余分を簡易水道施設整備基金へ積立てるものでございます。 
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 次に、歳入についてご説明申し上げますので、１ページにお戻りいただきたいと存じます。

総括でご説明申し上げます。 

 ３款繰入金１６８万１千円の減額は、簡易水道施設整備基金繰入金であり、５款諸収入２９

万５千円の増額は、水道管移設補償費の確定及び歳計現金の利息となっております。 

 以上、提案理由の説明といたします。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

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

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第２５号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第２５号 平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり可決されました。 
 

●日程第３２  議案第２６号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第３２ 議案第２６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２６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。 

 今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ２９万７千円

を減額し、予算の総額をそれぞれ１億１,２４４万３千円とするものでございます。 

 第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 今回の補正は、歳出の一般管理費の公課費及び施設管理委託料の確定に伴う不用額の減額、

並びにそれに伴う歳入財源の調整措置を行うものでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算についてご説明申し上げますので、別冊の説明資料、薄紫色の

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをお開きいただきたいと存じ
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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２万６千円の減額につきましては、２７節公

課費の消費税確定により減額を行うものでございます。２目施設管理費２７万１千円の減額に

つきましては、１３節委託料の請負残額の減額となってございます。尚、特定財源のその他５

千円の減額は生産物売払収入となります。２款事業費・１項農業集落排水事業費・１目農業集

落排水事業費、及び３款公債費・１目元金につきましては、それぞれ財源の振替措置となって

ございます。２款の特定財源のその他１０万円の減は、農業集落排水施設分担金となっており

ます。また、３款の特定財源１６万２千円の減は一般会計繰入金となっております。 
 次に、歳入についてご説明申し上げますので、１ページにお戻りいただきたいと存じます。

総括でご説明を申し上げます。 

 １款分担金及び負担金、３款財産収入及び４款繰入金の減額につきましては、歳出の中で申

し上げたところであり、一般財源となる２款使用料及び手数料については、歳入財源の全体調

整として３万円の減額をいたします。 

 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２６号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
○議長（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第２６号 平成２４年度清里町農業集落排水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３３  議案第２７号 

○議長（村尾富造君） 
 日程第３３ 議案第２７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 
 本件について、提案理由の説明を求めます。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２７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

３号）につきまして、ご説明申し上げます。 
 今回の補正は、歳入歳出額の総額に増減はありませんが、第１表歳入歳出予算補正に記載の

とおり、歳出の科目において補正を行うものであり、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、今回の補正は予算実行に伴う不用額等を補正するものでご

ざいます。 

 それでは、歳出よりご説明いたしますので、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２ページをお開きください。 

 １款総務費・１目一般管理費・２節給料１千円の増は、職員２名の給料の不足額を補正する

ものであり、８節報償費１０万円の減は、予算執行に伴う不用額の減額でございます。１２節

役務費４１万円の増は、焼酎配送料であり、１９節負担金補助及び交付金３万９千円の増は、

予算執行に伴う不足額をそれぞれ補正するものであります。２款製造費・１目醸造費・７節賃

金２５万円の減、１６節原材料費１０万円の減は、予算執行に伴う不用額を減額するものであ

ります。 

 続いて、歳入につきまして総括表でご説明いたしますので、１ページにお戻り願います。歳

入については、増減を伴わないものであり、補正額はゼロでございます。 

 尚、財産売払収入などの確定に伴い、３月３１日をもって専決処分させていただくことを、

ご理解賜りたいと存じます。 

 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２７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２７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 
 ここで昼食のため、午後１時半まで、休憩といたします。 
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                             休憩  午後 ０時１０分 

                             再開  午後 １時３０分 

 

●日程第３４～日程第４０  議案第２８号～議案第３４号 

○議長（村尾富造君） 
 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 ここで議事の都合上、日程第３４ 議案第２８号 平成２５年度清里町一般会計予算から、

日程第４０ 議案第３４号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、都合７件を一括

議題とします。 

 

●日程第４１ 町政執行方針 ～ 日程第４２ 教育行政執行方針 

○議長（村尾富造君） 

 日程第４１ 平成２５年度町政執行方針並びに、日程第４２ 平成２５年度教育行政執行方

針について、一括して説明を求めます。 

 最初に、平成２５年度町政執行方針について、説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ～町政執行方針 朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、平成２５年度教育行政執行方針について、説明を求めます。教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 ～教育行政執行方針 朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 これより、平成２５年度町政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 次に、平成２５年度教育行政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 これで、平成２５年度町政執行方針並びに平成２５年度教育行政執行方針を終わります。 

 ここで、１０分間休憩いたします。 

                             休憩  午後 ２時２７分 

                             再開  午後 ２時３７分 
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●議案第２８号 ～ 議案第３４号 提案説明 

○議長（村尾富造君） 
 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 既に上程されております、議案第２８号 平成２５年度清里町一般会計予算から、議案第３

４号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、順次説明を求めます。 

 まず最初に、議案第２８号 平成２５年度清里町一般会計予算について。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 既に上程されております、議案第２８号 平成２５年度清里町一般会計予算について、提案

理由のご説明申し上げます。最初に、平成２５年度清里町一般会計予算の５ページの本文で、

ご説明申し上げます。 

 予算の総額は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ４０億９,０８０万円と定め

るものです。第１条第２項の第１表歳入歳出予算につきましては、後ほど審議資料と事項別明

細書により、ご説明申し上げます。 

 第２条の継続費並びに第３条の地方債についても、後ほどご説明いたします。 

 第４条の一時借入金につきましては、地方自治法の規定により最高額を５億円と定めるもの

です。 

 それでは、予算書の１２ページをお開き願います。継続費につきましては、第２表のとおり

戸籍事務電算化業務委託事業の総額、実施年度、年割額を、記載のとおり定めるものです。 

 次の１３ページの第３表の地方債につきましては、起債の目的及び限度額等を定めるもので

あり、起債の件数は臨時財政対策債以下７件、総額２億７,１４０万円となります。 

 次に、審議資料により各会計の予算総括についてご説明申し上げますので、別冊の審議資料

の表紙を１枚お開き願いたいと思います。平成２５年度清里町会計別当初予算総括表からご説

明申し上げます。一般会計から焼酎事業特別会計まで、７会計の予算総額は、５５億３,９７０

万６千円となっており、前年度の当初予算が６０億８,７１１万５千円でしたので、前年度比較

では５億４,７４０万９千円の減額、対前年度比９１．０％となっております。一般会計では、

パパスランドさっつるの改築工事の終了や、公営住宅建設等事業が国の緊急経済対策により、

平成２４年度の繰越事業として措置したことにより５億３,３９０万円の減額、対前年比では８

８．５％となっております。 

 尚、特別会計別では、介護保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療特別会計につき

ましては、保険給付実績から予算計上を行っております。簡易水道事業及び農業集落排水事業

特別会計は、起債償還額の減が主たる要因となり、それぞれ減額で予算計上を行っております。

焼酎事業特別会計は、前年より増額の予算計上となっております。 

 次に、一般会計の２ページで予算歳入を款別に依存財源と自主財源に分けて、増減の主な要

因をご説明いたします。最初の、地方譲与税から地方特例交付金までにつきましては、地方財

政計画の影響及び過去の実績等を勘案して、それぞれ予算計上をいたしております。 

 地方交付税につきましては、本町の基準財政需要額を積算し、町税などの基準財政収入額を

控除した見込額と過去の交付実績などを勘案して、１億２千万円の増額の２３億４千万円で予

算計上をしております。 

 交通安全対策特別交付金につきましては、前年度実績推計による計上となっています。 
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 国庫支出金につきましては、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の完了及び公営住

宅建設等は、国の緊急経済対策による平成２４年度の繰越事業として措置ことにより、国庫支

出金では１億９千万８千円の大幅な減額の予算計上となっております。 

 道支出金は、概ね前年並みの予算計上であります。 

 町債につきましても、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の完了により、３億４,

７７０万円減の２億７,１４０万円の予算計上であります。 

 次に、自主財源であります町税の内町民税につきましては、景気の低迷と勤労者所得の減少

が見込まれますが、農業所得は堅調に推移をいたしております。また、固定資産税については

増加が見込まれており、町税全体としては前年より５６０万円増の４億６９０万１千円で予算

計上いたしております。 

 分担金及び負担金につきましては、対前年度比８９２万４千円の増の主なものは道営農地整

備事業及び団体営土地改良事業受益者負担金によるもので、４,７１６万７千円の予算計上とな

っております。 

 使用料及び手数料につきましては、主に情報通信機器使用料及び町営住宅使用料の増により

対前年度比１７４万９千円増の１億１,１３３万３千円となっております。 

 財産収入につきましては、立木売払収入を見込み、対前年度比１８８万６千円の増となって

おります。 

 繰入金につきましては、大型事業の完了と目的寄付金以外の基金繰入を見込んでいないため、

前年より１億３０２万９千円の大幅な減の１１２万５千円の予算計上となっております。 

 繰越金は、前年度同額です。 

 諸収入の予算額４億２６４万９千円の内、介護報酬収入が３億３,７０１万５千円、他には給

食費負担金は２,０６５万２千円を計上いたしております。尚、昨年度はパパスランド売り上げ

収入３,４２０万円を予算計上しておりましたが、本年度は指定管理者で運営をするため減額と

なっており、前年対比では３,８９０万１千円減の予算計上となっております。 

 次に、歳出につきまして款別でご説明申し上げます。 

 議会費につきましては、インターネット中継システム、議場音響設備改修及び議事録作成シ

ステム導入により、前年と比較して１,４８５万２千円増の予算計上なっております。 

 総務費におきましては、庭園のまちづくり事業、戸籍事務電算化事業、町有林管理事業、庁

舎照明改修事業など新たな事業もありますが、前年対比では１,２７２万円減の予算計上となっ

ております。 

 民生費におきましては、制度改正による障害者自立支援費の伸び及び介護老人保健施設委託

料の増額などにより、前年比４,９８１万９千円増の予算計上になっております。 

 衛生費におきましては、北見日赤病院改築負担金が新たな事業になりますが、前年対比では

１,６７３万３千円減の予算計上となっております。 

 農林水産業費につきましては、農山漁村活性化支援プロジェクト交付金事業の完了や道営農

道整備事業が平成２４年度補正事業になったことにより、前年対比４億３,８４１万８千円の大

幅な予算減額となっております。 

 商工費につきましては、概ね前年並みの予算計上となっております。 

 土木費につきましても、公営住宅建設事業が平成２４年度国の緊急経済対策の補正事業にな

っておりますので、前年比８,６７８万２千円減の予算計上となっております。 
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 消防費についましては、デジタル無線整備実施設計及び分署負担金に係る人件費の増により、

前年比１,１５０万５千増の予算計上であります。 

 教育費につきましては、小学校児童用パソコン更新事業、スポーツ・文化施設管理委託、図

書管理検索システム整備、多目的運動場整備事業など、新事業により前年比８００万２千円増

の予算計上となっております。 

 公債費につきましては、地方債の元金及び利子の減により、前年比６,０７８万９千円減の予

算計上となっております。 

 ４ページにつきましては、町税予算額の比較表となっており、それぞれ税目別に当初予算と

収入見込額との比較を記載いたしております。表の区分欄、中ほどの列の比較をご覧ください。

全体額では先ほどご説明したとおり、昨年度当初予算比較において５６０万円の増、率にして 

１０１．４％となっております。町民税は６０万円の減で９９．７％、固定資産税は５１０万

円の増で１０３．０％、軽自動車税は１０万円増の１０１．１％、町たばこ税は１００万円増

の１０３．８％、入湯税は前年同額となっております。 

 ５ページは、現年度分の個人町民税及び法人町民税の推計となっており、個人町民税におい

ては収納率９７．０％で計上し、右から３番目の欄、当初予算額は１億８,１４０万円、内給与

が１億２,７５９万２千円、農業が３,９９１万１千円、営業が４３６万円などとなっております。 

 下の表の法人町民税においては、収納率１００％で計上しており、当初予算計上額は１,２６

０万円と、前年度対比６０万円の減となっております。 

 ６ページは、現年分固定資産税では前年対比５１０万円の増、下の段の国有資産等所在地市

町村交付金は前年度同額の計上となっております。 

 次に７ページは、性質別予算調べ及び物件費内訳をグラフ表示をしています。内容について

は、次の８ページでご説明申し上げます。８ページの性質別予算額の人件費につきましては、

総務費の一般職の定年及び都合退職合わせて４名と、新規採用４名の人件費の差額などにより、

全体では対前年度比９９．２％となっております。物件費につきましては、主なものは委託料

の６億９千万円であり、対前年度比では１０３．２％となっています。維持補修費につきまし

ては、１００．２％となっており、教育費の学校施設及び生涯学習総合センター補修費などの

増加となっております。扶助費につきましては、福祉・医療に係る扶助費が主なもので、対前

年度比では１１１．１％が要因となっています。補助費等につきましては、５億５,０６２万２

千円となり、対前年度比１１２．９％となっており、団体補助及び政策的な事業補助によるも

のです。普通建設事業費につきましては、４億１,４３５万４千円、対前年度比４２．６％と大

幅な減となっていますが、款別予算額調べでご説明しました活性化支援プロジェクト交付金事

業の終了及び公営住宅建設事業が平成２４年度補正事業によるものであります。公債費につき

ましては、対前年度比９３．４％の８億６,６８１万７千円となっております。積立金につきま

しては、介護報酬のオーバーフロー及び利子の積立を計上した結果、対前年比７５・０％の３,

２１７万４千円となっております。投資及び出資金と貸付金はございません。繰出金につきま

しては特別会計への繰出金となっており、対前年度比９０．５％となっております。予備費に

ついては、説明を省略します。 

 ９ページの、款別の物件費の内訳について、ご説明いたします。平成２４年度との比較によ

り、区分ごとの概要についてご説明いたします。賃金につきましては、小学校臨時教員及び臨

時保育士雇用などに係る賃金となっておりますが、教育費において、スポーツ施設及び図書館
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の管理が一般社団法人に委託になったことにより、７５７万３千円の大幅減、対前年度比では

８７．３％となっております。旅費につきましては、対前年度比で８９．２％、次の交際費に

つきましては１００．０％となっております。需用費につきましては、合計２億１,５９７万８

千円、対前年度比１０２．８％の増となっていますが、全体的な経費は前年並みですが、燃油

価格の上昇によるものです。役務費につきましては対前年度比で１０１．４％と、概ね前年並

みになっております。委託料につきましては、施設の運営管理業務や清掃、警備、環境保全及

び調査測量等の事務事業、電算や情報通信機器の保守運用に係る通常経費などで、合計６億９,

０５４万７千円、対前年度比１０２．１％となっております。使用料及び賃借料は、対前年度

比９２．０％となっております。備品購入費につきましては、議会費の議場音響設備及び議事

録作成システム購入、教育費の小学校パソコン更新などにより、対前年度比２０６．８％とな

っております。 

次の１０ページ～１２ページまでは、平成１５年度からの町税収入、地方交付税、基金残高、

地方債償還額と借入額の推移及び地方債残高の状況をグラフで表示していますので、後ほどご

覧いただきたいと思います。 

 それでは、平成２５年度一般会計予算主要施策事業調べについて、１５ページからご説明い

たします。尚、各事業の財源内訳につきましては、国庫支出金から一般財源まで、資料に全て

記載しておりますので、特異的なもの以外は説明を省略いたします。 

 最初の１款議会費より、ご説明申し上げます。議会議場等整備事業につきましては、インタ

ーネット中継システムを導入し、町民に広く映像を配信して議会に対する関心を高めるととも

に、議事録作成システム導入並びに議場音響設備のデジタル化を図り、迅速な情報提供を行う

ため、１,６５７万６千円を予算計上いたしております。 

 次に、２款総務費をご説明申し上げます。清里町１１５年・開町７０周年記念事業につきま

しては、明治３０年に開拓のため入植してから１１５年、昭和１８年に斜里町及び小清水村を

分割して７０周年を迎えます。この記念事業を実施するため、２８６万４千円を計上いたして

おります。旧営林署住宅撤去事業につきましては、平成２４年度取得し公営住宅建設用地内に

ある旧営林署住宅３棟、物置等を撤去し、公営住宅を計画的に整備するため５４８万１千円の

予算計上となっております。ホームページリニューアル事業につきましては、施策や生活情報

の発信の重要性が高まっており、ソフトウェアの更新に合わせ高齢者や障害者にも配慮したホ

ームを作成するため３３０万円を計上いたしております。１６ページをお開き願います。道路

防犯灯ＬＥＤ化推進事業につきましては、消灯した道路防犯等を順次ＬＥＤに更新をし、省エ

ネルギーと二酸化炭素の削減と合わせて照明器具の長寿命化を図るため、１２６万円を予算計

上しております。まちづくり地域活動推進事業交付金につきましては、自治会や各団体が行う

地域活動や新たな地域おこしなど提案型事業の支援を行い、協働のまちづくりを推進するため、

運営交付金と事業交付金を合わせ１,４５０万円を計上いたしております。町有林管理事業につ

きましては、町有林管理計画に基づき森林整備を図るため、計画的に伐採・植林・保育などの

事業費として７５１万６千円を予算計上いたしております。その他財源５７６万３千円は、立

木売払収入を見込んでおります。庁舎照明器具取替事業につきましては、庁舎照明器具につい

ては老朽化により故障等が発生しているため、平成２５年度から３カ年計画でＬＥＤ照明器具

に取替え、省エネルギー化をするものであり、２,２０７万円の予算を計上してまいります。移

住定住促進事業につきましては、清里町内に移住又は定住して住宅を新たに取得する方に支援
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を行うため、事業費３７５万円の予算となっております。庭園のまちづくり事業につきまして

は、昨年策定いたしました庭園のまちづくり構想に基づき、ふるさとの森づくり計画など記載

の５項目を重点に事業を推進してまいります。平成２５年度の事業内容については、ふるさと

の森づくり事業の予算額は７７４万５千円、花と緑のまちづくり事業は６１２万１千円、交流

事業は１,８１０万１千円、全体事業費として、３,１９６万７千円の予算計上となっております。

１８ページの戸籍事務電算化業務委託事業につきましては、戸籍や除籍の交付時間の短縮と正

確性や質の高い戸籍事務の提供を図るため、電算化を平成２５年度より２カ年事業で進めるも

のであり、平成２５年度分事業費６３０万円を予算計上しております。 

 ３款民生費の、福祉医療事業者人材確保補助事業」につきましては、福祉医療従事者の確保

に向け事業者が看護士・介護福祉士等の新卒者を雇用した場合補助金を交付し、安定的な人材

確保を支援するため、２１６万円を予算計上しております。子育て支援保育料補助事業につき

ましては、第２子以降の保育所児・幼稚園児の保育料の２分の１を補助する経費として、６５

２万８千円の予算計上となっております。臨時保育士雇用事業につきましては、保育士の増員

を図り保育環境を整備し、健やかな子供の成長を支援するとともに、集団行動になじめない保

育所児にも適切に対応するための所要額として１,３１８万６千円の計上となっております。 

 ２０ページ、４款衛生費の救急医療体制づくり事業につきましては、斜網地域の救急医療体

制の整備に要する経費として１９２万８千円を計上いたします。北見赤十字病院改築工事費助

成事業につきましては、地域の基幹病院である北見赤十字病院の整備を管内市町村と連携して

支援を行い、地域の高度医療の充実を図るため、８６４万２千円を計上いたしております。各

種検診事業につきましては、疾病予防対策として特定健康診査と各種検診に要する経費として、

１,１１３万４千円を計上いたします。予防接種事業につきましては、予防接種法に基づく乳幼

児を対象とした各種接種に加え、幼児から高校生まで対象としたインフルエンザ予防接種、子

宮頚がん、ヒブ、小児用肺炎球菌予防接種の町費全額負担、今年度から新たにおたふくかぜ、

水ぼうそう予防接種の助成を行います。また、高齢者を対象としたインフルエンザ及び肺炎球

菌予防接種の助成などの所要経費として、１,３１８万円を予算計上いたしております。ごみ処

理業務委託事業につきましては、収集業務及び処理業務の委託経費として、４,６９７万１千円

を予算計上いたしております。 

 ５款農林水産業費の農業振興事業費補助につきましては、安定的な農業生産を継続するため

地力増進対策事業やじゃがいも振興対策事業など、１,７５０万円の計上となっております。２

２ページの町営牧場整備事業につきましては、江南牧場の草地維持のための追肥、さらには施

設修繕に要する事業費として２７９万９千円を計上いたします。道営農地整備事業につきまし

ては、地域農業が安定的に農業生産を継続するため排水路、農道、暗渠排水整備等の事業費の

負担として、５,１３０万９千円の計上となっております。２３ページの農道保全対策事業につ

きましては、記載の２路線の農道整備に係る２２．５％の町負担分として、２２９万８千円の

予算計上であります。町民活動施設整備事業につきましては、パパスランド道の駅外構整備に

伴い、旧温泉施設及びレストランの解体、老朽化した活動施設とインドアプレイグランドを町

民活動施設に改修を行うため、９,０４３万２千円の予算計上をするものです。町民活動施設管

理業務委託事業につきましては、ただ今の町民活動施設及びパークゴルフ場の管理業務委託と

して、２０５万２千円の予算計上となっております。２４ページの林業緊急対策事業につきま

しては、林業・林産事業の運営の安定化と振興を図るため、清里地区林産協同組合補助、林業
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の振興対策として、林業労働者退職金共済制度補助及び製材流通経費補助金を交付するため 

１,７７８万８千円の計上となっております。 

 ６款商工費の商工振興事業費補助につきましては、商工会及び商工業者が実施する各種事業

として、８００万円の補助を行ってまいります。中小企業融資貸付制度補助につきましては、

各商店・事業所に対して貸付利息の一部及び保証協会保証料の補助の拡充を行い、安定した経

営を支援するため、３１５万円の予算計上となっております。商工会補助事業につきましては、

商工業者の経営改善及び地域経済の振興を図るため、商工会に対して運営費１,０３１万２千円

を補助してまいります。地域経済活性化事業につきましては、商業基盤の再構築、雇用の確保

及び住宅関連産業の振興を図るため、店舗の新築や空き店舗を活用して営業を始めた事業者並

びに町内業者を活用した住宅リフォームや、店舗改修に費用を助成する事業として、２,３００

万円の予算計上なっております。温泉施設管理運営事業につきましては、パパスランド及び緑

の湯の指定管理に係る委託経費、並びに各温泉施設の適正な維持管理と緑の湯の揚湯試験とし

て、２,１４９万４千円を計上いたしております。２６ページのパパスランド外構整備事業につ

きましては、パパスランド道の駅の外構整備を行い、直売所やレストラン、温泉施設などと一

体的に本町の観光資源や産業などを発信することにより、集客アップに対応した駐車場の拡張

整備として、８,２８３万５千円を計上しております。地域イベント支援事業につきましては、

清里町の魅力のＰＲと地域の活性化を図るため、緑のフェスティバル・ふるさと産業まつり等

のイベント実行委員会に支援を行うものであり、事業費は６７６万３千円となっております。

観光協会補助事業につきましては、本町の観光振興を図るため各種イベント及び特産品開発・

販売を行う観光協会の事業の支援に２１３万円の予算計上を行っております。オートキャンプ

場・江南パークゴルフ場費管理運営事業につきましては、それぞれの施設の運営に要する経費

として、オートキャンプ場については５２２万１千円、江南パークゴルフ場については７２８

万２千円を予算計上するものです。 

 ７款土木費の道路等整備事業につきましては、道路河川等の指定管理業務委託及び区画線引

き等の補修や測量業務等の経費として、１億３,８３０万１千円の計上となります。道路新設改

良事業につきましては、記載の２路線に係る道路の改良・舗装等の経費として、７,０１１万４

千円を計上するものです。２８ページの公園等整備管理事業につきましては、町内各公園緑地

の管理・修繕経費として７５９万６千円を計上いたしております。住宅太陽光発電システム導

入補助事業につきましては、循環型地域社会の形成に向け、住宅用太陽光発電システムの導入

支援として４５０万円の予算計上を行っております。公営住宅建設事業につきましては、公営

住宅等長寿命化計画による屋根・外壁整備、並びに青葉団地住宅の取り壊し、木造住宅整備に

向けた設計業務委託などに要する事業費２,４５４万１千円の計上をいたしております。 

 ８款消防費のデジタル無線整備実施設計事業につきましては、消防無線については平成２８

年５月末までにデジタル方式に移行が必要なため、デジタル化に向けた無線整備に係る実施設

計費として、６９３万７千円を計上いたしております。 

 ９款教育費の臨時教職員配置事業につきましては、清里小学校５年生の多人数学級を解消し、

きめ細かな学習指導を行うため、教員を雇用する経費として５４２万１千円を計上いたします。

特別支援教育支援員につきましては、特別な教育的支援員の配置が必要な学級に支援員を配置

する経費として、２２６万８千円を予算計上いたします。遠距離通学バス業務委託事業につき

ましては、児童生徒の通学手段確保を主体に一般町民及び清里高校生の乗合いを兼ねた地域交
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通として活用を行うものであり、事業費は１,９１３万１千円を計上いたしております。小学校

児童用パソコン整備事業につきましては、老朽化した小学校のパソコン５７台及びソフトを更

新する事業として、１,３００万円を計上しております。３０ページの清里高等学校総合支援対

策事業は、清里高校の総合支援対策として記載の事業の教育活動に支援費として、８７１万円

の予算計上を行ってまいります。特色ある学校づくり推進交付金事業につきましては、各小中

学校において、学力・体力の向上と地域の特性を活かした創意ある教育活動の展開を図るため、 

１６０万円を計上いたしております。光岳小学校創立百周年記念事業補助につきましては、本

年１２月に光岳小学校が学校創立１００周年を迎えることから、協賛会の記念誌発行事業の補

助として１００万円を予算計上いたしております。スポーツ・文化施設管理業務委託事業につ

きましては、各スポーツ施設及び図書館等の管理を「一般社団法人清里町スポーツ・文化施設

管理協会」に委託し、利用者へのサービスの向上等を図るための委託経費として、２,４６２万

７千円の予算計上を行うものであります。きよさとセミナー事業につきましては、協働のまち

づくりを支える人材を育成する講座として、８３万２千円の予算計上となっております。プラ

ネットステージ公演事業につきましては、清里町１１５年・開町７０周年記念事業の一環とし

て、町民に優れた芸術・文化の鑑賞機会を提供するため、実行委員会に対する補助として４５

０万円を計上いたしております。学習センター整備事業６３９万７千円の予算計上につきまし

ては、老朽化による施設の補修及び器具等の更新経費であります。図書館システム整備業務委

託事業につきましては、図書館の蔵書管理及び図書検索システムを整備し、インターネット検

索・予約機能により利便性が向上し利用者の増加を図るため、７５９万４千円の予算計上であ

ります。３２ページのスポーツ合宿等誘致支援事業につきましては、企業や大学等のスポーツ

合宿を誘致し、質の高いスポーツ・文化活動の振興を図るため、１５７万６千円を計上してお

ります。斜里岳ロードレース実行委員会補助事業につきましては、清里町１１５年・開町７０

周年記念の協賛事業として、新たにハーフマラソンを取り入れて実施する斜里岳ロードレース

大会の補助として、３００万円を予算計上いたしております。体育施設整備事業につきまして

は、多目的運動広場の整備、トレセンやスキー場の補修など体育施設の維持補修経費として、

１,１７０万１千円を予算計上いたしております。学校給食センター設備整備事業につきまして

は、設置から２０年が経過している学校給食センターの温水ボイラーの更新及び調理場エアコ

ンを設置するため、７０６万７千円の予算計上であります。 

 次の３４ページ～４８ページまでは、ただ今ご説明いたしました主要施策の配置図、事業概

要、配置図となっておりますので、後ほどご覧ください。 

 次の４９ページ～５０ページは、団体補助調べになっております。 

 次に、５１ページをお開きください。一般会計から各特別会計への繰出金について、ご説明

申し上げます。介護保険事業に対しましては、全体給付費の１２．５％が町の負担となります。

その負担分として４,９０５万５千円、それに地域支援事業分として３８万３千円、事務費分 

６１９万２千円の繰出となります。国民健康保険事業につきましては、記載のとおり保険基盤

安定繰出金が２,０３９万５千円、出産育児一時金繰出金が４２０万円、国保会計の一般管理費

分３３６万８千円などを法定ルールに基づく繰出を予算計上いたしております。後期高齢者医

療特別会計につきましては、低所得者層の保険料軽減に係る保険基盤安定繰出金１,３４９万３

千円と事務費繰出金３６０万円を計上いたしております。簡易水道事業につきましては、施設

整備に伴う地方債償還に係る公債費の一般会計負担分９９８万円となっております。農業集落
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排水事業につきましては、施設建設に伴う公債費償還に係る繰出金６,１５９万９千円となりま

す。焼酎事業につきましては、昨年度からは繰出を行っていません。 

 尚、５特別会計への繰出金合計額は１億７,３３８万３千円となり、対前年度比１,８５８万円

の減となります。 

 続いて、５２ページをご覧ください。広域行政組合の負担金調べとなっております。北海道

後期高齢者医療広域連合組合以下、４組合の本年度負担金の合計額は２億３,１８１万６千円と

なり、前年度比９５３万９千円の増となります。 

 それでは、予算書の説明を申し上げます。予算書の３９ページをお開きください。 

 歳出よりご説明申し上げますが、審議資料の説明において、主要施策、繰出金、負担金につ

いてはご説明いたしましたので、目ごとに予算の増減の大きなもの及び特異的な事項について

のみ、ご説明申し上げます。尚、特定財源の内訳につきましても、先ほどご説明しました審議

資料に詳細に記載いたしておりますので、合わせて省略をさせていただきますのでご理解くだ

さい。 

 １款議会費につきましては、主要施策でご説明いたしました議場音響設備改修等により、対

前年度比１,４８５万２千円の増となっております。 

 ４０ページ、２款総務費・１項給与費・１目職員給与費につきましては、後ほど給与明細書

においてご説明申し上げますが、２節給料は特別職・一般職合わせて３億６６９万円、３節職

員手当等は１億５,８８３万８千円、４節共済費は９,９０１万５千円、１９節負担金補助及び交

付金は９,０６２万４千円、総額では６億５,５１６万７千円となっており、対前年度比較では９

４７万２千円の減となります。 

 ２項総務管理費・１目一般管理費につきましては、主要施策でご説明いたしました清里町１

１５年・開町７０周年記念事業費を、この中で予算計上しております。４２ページ、２目財産

管理費につきましては、１３節ＰＣＢ廃棄物処理業務委託料、１５節旧営林署住宅撤去工事請

負費を新たに予算計上しております。４４ページ、３目地籍管理費は特異的な事項はありませ

ん。４目広報費につきましては、先ほどご説明いたしました１３節委託料でホームページソフ

トを更新してまいります。５目自治振興費２,３７６万６千円の減につきましては、平成２４年

度に地上デジタル共聴施設整備事業の完了が主な要因であり、予算では特異的な事項はありま

せん。６目交通安全対策費については、特異的な事項はございません。４６ページ、７目防災

対策費につきましては、特異事項はございません。８目町有林管理費につきましては、主要施

策で説明いたしましたので、説明は省略いたします。９目支所及び出張所費から、４８ページ

の１３目職員福利厚生費までについては、特異的な事項はありません。１４目総合庁舎管理費

の前年度比較２,２５３万９千円の増額につきましては、１５節庁舎照明器具取替工事請負費が

主な要因であります。１５目行政情報システム管理費の前年度比較２,３８５万４千円の減額に

つきましては、５０ページの１４節行政システム等借上料で１,１６６万８千円の減、また、１

８節備品購入費で１,２２０万円の減によるものでございます。５０ページの１６目管内町村公

平委員会費については、特にありません。 

 ５１ページ、開発促進費・１目企画振興費につきましては、特異事項はございません。５２

ページ、２目土地利用計画費につきましても、特にありません。次の、花と緑と交流のまちづ

くり事業費につきましては、予算科目の項で庭園のまちづくり事業費を新設し、そこに移行す

るため廃目といたします。 
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 ４項庭園のまちづくり事業費・１目ふるさとの森づくり事業費及び２目花と緑と交流のまち

づくり事業費につきましては、事業内容など主要施策でご説明いたしました。 

 ５４ページの５項徴税費の、前年度比較で２２９万７千円の増額につきましては、固定資産

評価替えに向けて１３節で鑑定評価業務委託料を予算計上いたしております。 

 ６項戸籍住民登録費の、前年度比較６２７万６千円の増額につきましては、主要施策でご説

明いたしました戸籍事務電算化業務委託によるものでございます。 

 ５６ページの７項選挙費につきましては、２目参議院議員選挙費で７月に選挙が予定されて

おります選挙費用４６０万円を予算計上いたしております。 

 ８項統計調査費・１目各種統計調査費につきましては、特異事項はございません。 

 ５８ページの９項監査委員費につきましても、特異的な事項はございません。 

 民生費・１目社会福祉総務費、前年度比較９１８万６千円の増額につきましては、１９節負

担金補助及び交付金の内、社会福祉協議会補助で６７９万４千円の増が主な要因となっており

ます。２目障害者自立支援費の前年度比較２,８２９万４千円の増額につきましては、１９節 

負担金補助及び交付金の施設介護給付費の伸びによるものです。６０ページの、３目福祉サー

ビス事業費につきましては、特異事項はございません。４目老人福祉費の前年度比較１,３１９

万７千円の増額つきましては、１３節老人保健施設きよさと運営業務委託料の増額によるもの

でございます。尚、特定財源その他の３億９５４万３千円は、介護報酬であります。６２ペー

ジ、６目 国民年金事務費につきましては、特異事項はございません。 

 次の、２項児童福祉費では、１目児童母子福祉費から２目保育所費、６４ページの、３目子

育て支援センター費までにつきましては、特異事項はございません。 

 ４款衛生費・１目保健衛生総務費の、前年度比較１,２１７万６千円の増額につきましては、

先ほど主要施策でご説明いたしました１９節北見赤十字病院改築工事負担金及び１８節診療所

器具購入費が主たる要因となっております。２目予防費につきましては、主要施策でご説明い

たしましたとおり、各種検診及び予防接種等の所要経費の予算計上によるものです。６６ペー

ジ、３目各種医療対策費につきましては、医療給付費扶助、国保特別会計及び後期高齢者医療

特別会計に繰出であり、特異事項はございません。４目環境衛生費１,２４４万４千円の減につ

きましては、２８節の簡易水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計繰出金の減が主な

要因となっております。６８ページ、５目保健福祉総合センター費５６５万５千円の減につき

ましては、１１節の需用費の修繕料の減額が主な要因となっています。尚、特定財源その他の

２,０９８万７千円は、介護老健施設及び診療所からの経費負担金が歳入となっています。 

 ６９ページ、１目清掃事業費の対前年度比較５２８万円の減につきましても、１１節の需用

費の修繕料の減額が主な要因となっています。 

 ５款農林水産業費・１目農業委員会費につきましては、特異的事項はありません。２目農業

振興費につきましては、主要施策で１９節農業振興事業をご説明いたしており、それ以外の特

異事項はございません。７２ページ、３目畜産業費につきましては、主要施策でご説明申し上

げましたので、省略いたします。尚、特定財源のその他３００万円は、牧野使用料となってお

ります。４目農地開発事業費、対前年度比較３８４万５千円の増額につきましては、国営畑地

かんがい事業斜網地域維持管理協議会負担金の増によるものです。尚、特定財源のその他１,

４８６万２千円につきましては、受益者負担金となります。５目道営整備事業費、対前年度比

較２,４１３万円の増につきましては、主要施策でご説明いたしました、１９節事業負担金が主
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な要因となっております。特定財源のその他１,４３２万３千円につきましては、受益者負担金    

となります。７４ページ、６目清里地域資源活用交流促進施設費及び７目札弦地域資源活用交

流促進施設費につきましては、町民会館及び札弦センターの運営管理経費の計上となっており

ます。尚、特定財源のその他は、使用料となります。８目町民活動施設費につきましては、主

要施策でご説明いたしましたので、省略いたします。農山漁村活性化対策費は事業終了により

廃目になります。 

 ７６ページ、１目林業振興費につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので、説明

は省略いたします。２目自然保護対策費につきましては、特異的事項はございません。 

 続いて、６款商工費をご説明いたします。１目商工振興費については、先ほど主要施策で１

９節の商工会補助、中小企業融資貸付制度補助、商工振興事業補助、次のページの店舗出店等

支援交付金、住宅リフォーム促進補助及び店舗改修事業補助をご説明いたしましたので、説明

は省略いたします。２目観光振興費につきましては、主要施策で温泉施設管理運営事業、パパ

スランド外構整備、地域イベント支援事業及び観光協会補助など、主な事業をご説明いたしま

したので説明は省略いたします。３目オートキャンプ場費及び８０ページの４目江南パークゴ

ルフ場費につきましては、特異的な事項はありません。特定財源のその他につきましては、い

ずれも使用料となります。 

 続いて、８１ページで土木費をご説明申し上げます。１目道路橋梁費及び８２ページ、２目

道路新設改良費、次の１目公園費につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので、説

明は省略いたします。 

 ８４ページの１目住宅管理費につきましては、特にありません。２目住宅建設費につきまし

ては、主要施策でご説明申し上げました。尚、公営住宅建設等は国の緊急経済対策により、平

成２４年度の繰越事業として措置していることから、予算は大幅に減額となっております。 

 ８款消防費につきましては、先ほど款別の歳出及び主要施策の中でご説明いたしました。 

 続いて、９款教育費について、ご説明申し上げます。１項教育総務費・１目教育委員会費に

ついては、特異事項はございません。８６ページ、２目教育諸費の対前年度比較９５２万６千

円の増額につきましては、主要施策でご説明申し上げました、１８節備品購入費の小学校児童

用パソコン更新及び１５節光岳小学校前庭整備工事請負費などが主な要因となっております。 

 ８９ページ、小学校費・１目学校管理費の対前年度比較３,６５８万２千円の減額につきまし

ては、光岳小学校既存校舎改修の完了によるもので、他には特異事項はございません。９０ペ

ージ、２目教育振興費、次の中学校費の１目学校管理費及び、２目教育振興費につきましては、

特異事項はございません。 

 続いて、９２ページで社会教育費関係について、ご説明いたします。１目社会教育総務費、

対前年度比較２,５８１万５千円の増は、主要施策でご説明申し上げました、１３節スポーツ・

文化施設管理業務委託が主な要因となっております。２目生涯教育費、対前年度比較２３２万

５千円の増につきましては、主要施策でご説明いたしました、１９節プラネットステージ公演

事業補助の増額及び次のページの竜神太鼓を修繕するため、郷土芸能保存会への補助が主なも

のであります。９４ページの、３目生涯学習総合センターの修繕等につきましても、主要施策

でご説明をいたしておりますので、省略いたします。９６ページ、４目図書館費につきまして

も、主要施策で一般社団法人に管理委託及び図書館システムの整備などについてご説明いたし

ましたので、説明は省略します。 
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 １目保健体育総務費、対前年度比較４９６万１千円の増は、主要施策でご説明申し上げまし

た、１９節斜里岳ロードレース実行委員会補助などが主な要因となっております。９８ページ

の２目トレーニングセンター費の対前年度比較４５３万９千円の増額につきましても、主要施

策でご説明いたしましたので、省略いたします。３目町民プール費の対前年度比較４４２万３

千円の減、及び４目スキー場管理費の対前年度比較５５１万７千円の減につきましては、施設

管理を一般社団法人に管理委託することにより、従来の公共施設管理公社委託料の減が主な要

因となっております。１００ページの、５目学校給食センター費の対前年度比較６０９万７千

円の増につきましては、主要施策でご説明いたしましたので、説明は省略いたします。 

 次の、１０款公債費につきましては、元金及び利子を合わせて８億６,６８１万７千円を計上

いたしております。内容につきましては、冒頭の予算額調べの歳出でご説明いたしております。 

 また、１０２ページの１１款予備費につきましては、前年同額の１００万円の計上となって

おります。 

 続いて、給与明細書につきましてご説明いたしますので、１０３ページをご覧ください。１

の特別職の長等と議員数については増減がありませんが、その他の１名の増は住宅土地調査に

伴う統計調査員の増によるものです。比較の欄の、長等の給与費及び議員の報酬においては前

年度と同額、また、共済費は長等で１７万８千円の増、議員においては前年度と同額となって

おります。１０４ページをご覧ください。一般職につきましては採用４名、退職者も４名の７

９名となります。また、給与費につきましては９８６万１千円の減、共済費も５４４万１千円

の減で、合計では１,５３０万２千円の減となります。職員手当の内訳及び給料及び職員手当の

増減額の明細は、それぞれ記載のとおりとなっております。１０５ページ～１１１ページにつ

いては、給料及び職員手当の状況を記載しておりますが、本町におきましては人事院勧告に準

拠しています。 

 続いて１１２ページをご覧ください。本表は、債務負担の支出予定額等に係る調書となって

おり、前年度となります平成２４年度までの債務負担行為は、農業経営基盤強化資金利子助成

事業から、１１５ページの清里町農山村景観・自然環境保全施設の指定管理業務まで、都合３

０件となっております。当該年度以降の支出予定額につきましては、農業経営基盤強化資金利

子助成事業以下２８件、総額６億７,４９７万６千円となっております。 

 それでは、１１６ページをご覧ください。本表は地方債の現在高調べとなっております。合

計欄でご説明いたします。前前年度・平成２３年度末の現在高は、８１億９,１８５万４千円、

前年度・平成２４年度末の現在高見込額は８０億１,６３４万円、当該年度・平成２５年度中の

起債見込額は２億７,１４０万円、当該年度・平成２５年度の元金償還見込額は、７億４,１８１

万３千円、当該年度末・平成２５年度末の見込額は７５億４,５９２万７千円となります。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、１７ページへお戻りください。 

歳入につきましては、前段の審議資料の説明と、事項別明細書において、ご説明申し上げま

した。 

また、特定財源の主な内訳についても、資料に記載を致しておりますので、総括表で概要の

みご説明いたします。１款町税から１０款交通安全対策特別交付金までと１７款繰越金、１９

款町債のうち臨時財政対策債、合せまして３０億６,２６０万１千円が一般財源となります。従

いまして、特定財源につきましては、国道支出金等合せまして１０億２,８１９万９千円となり

ます。 
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 以上で、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
 次に、議案第２９号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計予算について。保健福祉課

長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 既に上程されております、議案第２９号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計予算に

ついて、ご説明申し上げます。 

 説明につきましては、予算書の中ほど、薄茶色の仕切りから介護保険事業特別会計となりま

すのでその３ページと、別冊の予算審議資料も薄茶色の次のページ、介護保険特別会計の１ペ

ージをお開きください。予算書の３ページでございますが、第１条第１項につきましては、予

算の総額を歳入歳出それぞれ４億８２万８千円とするものであります。第１条第２項につきま

しては、後ほど事項別明細書により説明申し上げます。 

 第２条につきましては、一時借入金の最高限度額を３千万円と定めるものであります。 

 第３条につきましては、歳出予算の流用を定めるものであり、第１項第１号については同一

款内での流用を定めるものであります。 

 次に、予算審議資料１ページの介護保険事業特別会計総括でご説明申し上げます。平成２５

年度の予算総額は４億８２万８千円で、前年対比２,１６０万５千円の減額であり、率にしまし

て９４．９％であります。歳入の款における主な内容について、前年対比でご説明いたします。

１款、２款の介護保険料、使用料及び手数料については説明を省略いたします。３款国庫支出

金５０６万３千円、４款道支出金７９６万７千円、５款支払基金交付金６２４万円の減額につ

きましては、介護保険料に見合う歳出予算を編成いたしましたので、それぞれ負担率に従い減

額しております。６款財産収入は説明を省略し、７款繰入金２７１万６千円の減額も、負担率

に従い減額しております。８款繰越金、９款諸収入は説明を省略いたします。 

 次の歳出も、前年対比で主な内容について説明いたします。１款総務費は説明を省略いたし

ます。２款保険給付費２,１４８万５千円の減額は、介護保険料等に見合う給付を見込んだもの

であります。３款地域支援事業費、４款基金積立金、５款公債費については、説明を省略いた

します。 

 次に、予算書にお戻りいただき、介護保険特別会計の２１ページの歳出をお開きください。

歳出の主なもの、特定財源についてご説明申し上げます。１款総務費・１目一般管理費は介護

保険に関わる事務経費で、特定財源その他９６万２千円は繰入金であります。次の１目賦課徴

収費については保険徴収に係る事務経費で、特定財源その他２８万５千円は繰入金であります。

次に２２ページの１目介護認定審査会費は、網走市他３町の認定審査会負担金で、特定財源そ

の他の１９０万７千円は繰入金であります。２目認定調査費は介護保険認定調査に関わる経費

で、これについても特定財源その他３０１万３千円は繰入金であります。次の２款保険給付費・

１目居宅介護サービス給付費につきましては、ホームヘルプサービス、訪問看護、デイサービ

ス、デイケア、短期入所などの居宅介護が１億１,０６０万円、福祉用具購入費７２万５千円、

手すり取付等の住宅改修費が１５０万円であり、ケアプラン作成などの居宅介護サービス計画

給付費が１,５００万円となっており、合計１億２,７８２万５千円となります。特定財源その他
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は支払基金交付金から３,７０７万１千円、繰入金が１,５９７万８千円となり、合計で５,３０

４万９千円であります。２目施設介護サービス給付費２億２,６００万円につきましては、特別

養護老人ホーム、介護老人保険施設に関わる給付費用であります。特定財源その他は支払基金

交付金６,５５３万８千円、繰入金２,８２４万９千円で、合計で９,３７８万７千円となります。

３目審査支払手数料３８万２千円は、国保連合会に対する介護報酬審査支払手数料で、特定財

源その他は支払基金交付金が１１万１千円、繰越金が４万８千円となります。次の２３ページ、

１目高額介護サービス等費８８３万５千円は、自己負担限度額を超えた給付の場合の給付であ

り、特定財源その他は支払基金交付金２５６万２千円、繰入金１０１万４千円で、合計で３６

６万６千円であります。次の１目高額医療合算介護サービス等費９０万円につきましては、医

療給付と介護給付の合算額が自己負担額を超えた場合の給付であり、特定財源その他は支払基

金交付金が２６万１千円、繰入金が１１万３千円で、合計３７万４千円であります。次の１目

特定入所者介護サービス等費２,８５０万円につきましては、居住費や食費は原則利用者の負担

となっておりますが、低所得の方は負担の上限を設定し、上限額と利用者負担額の差額を保険

で給付いたします。特定財源その他は支払基金交付金が８２６万５千円、繰入金が３５６万３

千円で、合計１,１８２万８千円であります。次の３款地域支援事業費・１目介護予防事業費６

０万３千円は高齢者を対象とした介護予防に係る事務経費で、特定財源その他は支払基金交付

金が１７万４千円、繰入金が７万５千円で、合計２４万９千円であります。次の２項包括的支

援事業費・任意事業費・１目包括的支援事業費は包括支援センターの委託事業に係る費用で、

特定財源その他は繰入金１７万４千円であります。２目任意事業費６７万９千円につきまして

は、在宅介護の負担軽減と成年後見制度利用者支援の事業費であり、特定財源その他は繰入金

１３万４千円であります。次の基金積立金、公債費については、説明を省略させていただきま

す。 

 歳入につきまして、９ページの総括で説明いたします。１款介護保険料７,４０４万円、２款

使用料及び手数料２千円、８款繰越金１００万円、９款諸収入７千円の７,５０４万９千円が一

般財源であり、３款国庫支出金から７款繰入金までの合わせて３億２,５７２万５千円が特定財

源となります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
 次に、議案第３０号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について。町民課

長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 既に上程されております、議案第３０号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計予

算について、ご説明申し上げます。予算書の黄色の仕切りを１枚お開きいただき、３ページを

ご覧になっていただきたいと思います。 

 第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億５,１２２万８千円と定め

るものでございます。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上

げます。 

 第２条につきましては、一時借入金の限度額を５千万円と定めるものでございます。 
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 第３条につきましては、歳出予算の流用について定めるものであり、第１項第１号において

保険給付費は同一款内での流用を認める規定でございます。 

 次に審議資料によりご説明いたしますので、別冊の審議資料の黄色の仕切り、国民健康保険

事業特別会計の１ページをご覧ください。平成２５年度国民健康保険事業特別会計予算総括表

について、ご説明申し上げます。歳入歳出の予算合計は７億５,１２２万８千円であり、前年度

比較で２,８２８万円の増、対前年度比は１０３．９％となっております。 

 歳入の款ごとにおける予算額をご説明申し上げます。１款国民健康保険税につきましては、

２４年度分の所得見込額により推計し、前年度比較１,４００万円減の２億１,３５０万円を計上

しております。２款使用料及び手数料につきましては、前年度実績を勘案し、１千円の減とな

っております。３款国庫支出金は前期高齢者交付金の増により、療養給付費負担金及び財政調

整交付金の減に伴い、１,９３５万７千円減の１億５,６８５万２千円を計上しております。４款

療養給付費交付金につきましては、基礎算定となります退職被保険者に係る国の調整対象基準

額の増に伴い、２１５万５千円増額となっております。５款前期高齢者交付金６,４１０万円増

は、前期高齢者医療費の伸び及び平成２３年度分に係る精算によるものでございます。６款道

支出金は前期高齢者交付金の増により財政調整交付金の減に伴い、２６８万３千円減となって

おります。７款共同事業交付金は、高額医療費などの見込額より推計し、前年度比較２００万

円の減として計上しております。８款財産収入につきましては前年度同額となっております。

９款繰入金４１万１千円の増額は、国民健康保険事業実施に伴うその他一般会計からの繰入金

の増によるものでございます。１０款繰越金につきましては前年度同額であり、１１款諸収入

３４万５千円の減額は、特定健診徴収金の減によるものでございます。 

 続いて、歳出の款ごとの予算額をご説明申し上げます。１款総務費につきましては、前年度

比較１万３千円の増、２款保険給付費につきましては、受診件数及び医療技術の高度化による

１件当たりの医療費の増加等の実績を基に、医療費等を推計積算し、１,２０７万円増の４億９,

２５８万４千円を計上しております。３款後期高齢者支援金等５００万円の増額は、高齢者医

療費の増加に伴い、国試算による１人当たり負担見込額の増によるものでございます。４款前

期高齢者納付金等は、１人当たり負担調整対象見込額の減により４万円の減額となっておりま

す。５款老人保健拠出金につきましては前年同額であり、６款介護納付金２００万円の増額に

ついては、１人当たり負担見込額の増によるものでございます。７款共同事業拠出金１,１２９

万３千円の増額の主な要因は、高額医療費の伸び、保険財政共同安定化事業拠出金における基

準拠出対象額の増によるものでございます。８款保健事業費２１３万円の減額は、特定健康診

査等事業における委託料の減額が主な要因となっております。９款基金積立金は前年同額であ

り、１０款公債費は前年度対比７万４千円の増額を計上しております。１１款諸支出金は前年

同額となっております。 

 ２ページをお開きください。２ページは款別・性質別・節別予算分類表であり、説明は省略

させていただきます。 

 ３ページは主要施策事業の事業内容、財源内訳。次の４ページは国民健康保険事業について

であり、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

 それでは、歳出についてご説明申し上げますので、予算書の２３ページをお開きください。

歳出の特異的事項と財源内訳についてご説明申し上げます。１款総務費・１項総務管理費・１

目一般管理費につきましては、特異的な事項はございません。特定財源国道支出金７１万４千
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円は道の特別調整交付金であり、その他２８８万７千円は一般会計からの繰入金であります。

２項徴税費・１目賦課徴税費及び、２４ページの３項運営協議会費・１目運営協議会費につき

ましても、特異的な事項はございません。１目運営協議会費の特定財源その他１６万６千円は

一般会計繰入金でございます。２款保険給付費・１項療養諸費・１目一般被保険者療養給付費

から２５ページの５目審査支払手数料までは、実績を基に推計積算し計上しているものであり

ます。１目一般被保険者療養給付費は、前年度対比１,２００万円増額の４億２千万円。２目退

職被保険者等療養給付費は、前年度対比２００万円減額の１,１５０万円。３目一般被保険者療

養費、４目退職被保険者等療養費及び５目審査支払手数料については、前年度比較はほぼ同額

となっております。 

２項高額療養費・１目一般被保険者高額療養費から４目退職被保険者等高額介護合算療養費に

つきましも、医療費推計により積算しているところでございます。１目一般被保険者高額療養

費は前年度対比２５０万円増額の４,８００万円。２目退職被保険者等高額療養費は前年度対比

４２万円減額の１５０万円。３目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職被保険者等高

額介護合算療養費につきましては、前年同額を計上しております。２６ページをお開きくださ

い。３項移送費から５項葬祭諸費までにつきましては、特異的な事項はございません。尚、２

款保険給付費における特定財源の内訳につきましては、先ほどの審議資料３ページの主要施策

事業調べをご参照いただき、説明は省略させていただきます。２７ページの３款後期高齢者支

援金等・１目後期高齢者支援金の増額につきましては先にご説明いたしましたが、高齢者医療

費の増加に伴い国試算による１人当たり負担見込額の増によるものでございます。２目後期高

齢者関係事務費拠出金は特異的なものはございません。特定財源の内訳につきましても審議資

料の主要施策調べをご参照いただきたいと存じます。４款前期高齢者納付金等及び５款老人保

健拠出金は特異的なものはございません。２８ページをお開きください。６款介護納付金、７

款共同事業拠出金及び２９ページまでの８款保健事業費につきましては、審議資料の主要施策

調べをご参照いただき、説明は省略させていただきたいと存じます。３０ページをお開きくだ

さい。９款基金積立金、１０款公債費、１１款諸支出金につきましては特異的なものはござい

ません。 

 次に歳入についてご説明申し上げますので、１１ページにお戻りください。歳入につきまし

ては総括表でご説明申し上げます。１款国民健康保険税、２款使用料及び手数料、１０款繰越

金、１１款諸収入の内１万３千円、合計２億１,３６２万８千円が一般財源であり、３款国庫支

出金から９款繰入金及び１１款諸収入の内４６万円、合計５億３,７６０万円が特定財源でござ

います。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 次に、議案第３１号 平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 既に上程されております、議案第３１号 平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計予算

について、ご説明申し上げます。予算書の緑色の仕切りを１枚お開きいただき、３ページをご

覧になっていただきたいと存じます。 
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 第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ５,９３８万４千円と定めるも

のでございます。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げま

す。 

 それでは審議資料によりご説明いたしますので、別冊の審議資料の緑色の仕切り、後期高齢

者医療特別会計の１ページをお開きください。平成２５年度後期高齢者医療特別会計予算総括

表について、ご説明申し上げます。歳入歳出の予算合計は５,９３８万４千円であり、前年度比

較で１万３千円の増額、対前年度比は１００となっております。 

 歳入の款ごとにおける予算額をご説明申し上げます。１款後期高齢者医療保険料につきまし

ては、平成２４年度の保険料改定に伴い、前年度比較１８９万５千円増の４,２２１万５千円を

計上いたしております。２款使用料及び手数料は増減はございません。３款特別対策事業交付

金４千円の減額は、市町村特別対策事業交付金の減額によるものでございます。４款繰入金１

８７万８千円の減額につきましては、低所得者保険料軽減分に係る保険基盤安定繰入金が２４

万１千円、事務費繰入金が１６３万７千円の減となっております。５款繰越金及び６款諸収入

は増減はございません。 

 続いて、歳出の款ごとの予算額をご説明申し上げます。１款総務費につきましては、住民基

本台帳法改正に伴う後期高齢者医療システム改修が平成２４年度で完了したことにより、８７

万３千円の減額となっております。２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料の増額によ

り８８万６千円増の５,７９６万４千円を計上してございます。３款諸支出金は増減はございま

せん。 

 ２ページをお開きください。２ページは款別・性質別・節別予算分類表であり、説明は省略

させていただきます。 

 ３ページは主要施策事業の事業内容及び財源内訳。４ページは後期高齢者医療制度の概要に

ついてでありますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

 それでは、歳出についてご説明申し上げますので、予算書の１９ページをお開きください。

歳出の特異的事項と財源内訳についてご説明申し上げます。１款総務費・１項総務管理費・１

目一般管理費及び２項徴収費・１目徴収費につきましては、特異的な事項はございません。一

般会計の特定財源その他１０９万６千円は一般会計繰入金が１０７万５千円、特別対策事業交

付金が２万１千円であります。徴収費の特定財源その他２７万円は一般会計繰入金でございま

す。２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、前年度対比で保険料負担金が１８９

万５千円の増額、保険基盤安定負担金が２４万１千円の減額、事務費負担金が７６万８千円の

減額であり、合計８８万６千円の増額となっております。特定財源その他１,５７４万８千円は

一般会計繰入金でございます。２０ページの３款諸支出金・１項償還金及び還付加算金につき

ましては、特異的な事項はございません。特定財源その他５万１千円は保険料還付金が５万円、

還付加算金が１千円でございます。 

 次に歳入についてご説明申し上げますので、９ページにお戻りください。歳入につきまして

は総括表でご説明申し上げます。１款後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料、５款繰

越金、６款諸収入の内２千円、合計４,２２１万９千円が一般財源であり、３款特別対策事業交

付金、４款繰入金及６款諸収入の内５万１千円、合計１,７１６万５千円が特定財源でございま

す。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 



65 

 

○議長（村尾富造君） 
 次に、議案第３２号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計予算について。建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 既に上程されております、議案第３２号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計予算に

ついて、ご説明申し上げます。予算説明書の水色の仕切りを１枚お開きいただき、３ページを

ご覧いただきたいと存じます。 

 第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ６,４７1 万６千円と定めるも

のでございます。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げま

す。 

 次に、審議資料により予算の概要をご説明いたしますので、別冊の審議資料の水色の仕切り、

簡易水道事業特別会計の１ページをお開きいただきたいと存じます。平成２５年度予算総括表

をご説明申し上げます。歳入歳出の予算合計額は６,４７1 万６千円であり、前年度当初予算と

の比較では１,３５４万２千円の減、対前年度比で８２．７％となっております。 

 歳入の款ごとにおける予算額を対前年度比較でご説明申し上げます。１款使用料及び手数料

につきましては、平成２４年度実績見込みを参考としながら、前年度比較１０万円減の５,０５

０万１千円を計上いたしてございます。２款財産収入につきましては前年度比較１千円の減と

なっておりますが、基金利子の減によるものでございます。３款繰入金につきましては前年度

比較１,２６０万３千円の減となっており、内訳は一般会計繰入金が起債償還額の減に伴うルー

ル繰入により２５８５千円の減、簡易水道施設整備基金繰入金がメーター器更新件数の減を主

な要因として１,００１万８千円の減となってございます。４款繰越金は前年度同額。５款諸収

入は１２６万３千円を計上いたしておりますが、道道整備に伴う水道配水管の補償費がその内

容となってございます。 

 次に、歳出の款ごとの予算額をご説明申し上げます。１款総務費につきましては、職員人件

費及び水道メーター器検針委託料の増が主な要因となり、前年度比較５３万６千円の増となっ

てございます。２款施設費につきましては、町単独事業となる道道整備に関わる水道配水管移

設工事の完了及び水道メーター器更新事業の減が主な要因となり、前年度比較で９５５万円の

減となってございます。３款公債費４５２万７千円の減につきましては、元金及び利子償還金

の減によるものでございます。４款基金積立金１千円の減は、簡易水道施設整備基金の減でご

ざいます。 

 ２ページをご覧いただきたいと存じます。２ページにつきましては款別・性質別・節別予算

分類表であり、説明を省略させていただきます。 

 ３ページをご覧ください。平成２５年度の主な事業内容についてご説明申し上げます。水道

メーター器更新事業につきましては、計量法に基づき８年を経過した水道メーターを更新する

ものであり、第１、第２施設合わせて２００カ所を実施する経費として１,１７０万円を計上い

たしてございます。尚、財源として基金からの繰入金９６万３千円を計上いたしてございます。

また、町道羽衣３丁目通りの工事に伴う水道配水管移設工事として２２０万円を計上させてい

ただきますが、事業位置図を４ページに添付しておりますので後ほどご参照ください。 

 それでは、予算書の説明を申し上げます。歳出よりご説明申し上げますので、簡易水道特別
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会計予算の１７ページをお開きいただきたいと存じます。歳出の特異的事項と財源内訳につい

て要点のみご説明申し上げます。１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきまして

は、当会計に属する職員１名分の人件費と、通常の施設管理に必要な物件費を計上いたしてお

ります。尚、１３節委託料に水道メーター器検針委託料及び水質検査委託料、施設点検委託料

合わせて５７２万２千円を計上いたしてございます。１８ページ、２款施設費・１項施設整備

費・１目施設整備費につきましては、先ほど主要施策でご説明申し上げた２事業、合わせて１,

３９０万円を計上いたしており、特定財源のその他２２２万５千円につきましては、先ほどご

説明申し上げた基金繰入金及び補償費となってございます。１９ページ、３款公債費及び４款

基金積立金につきましては、総括表でご説明したとおりであり、特異的な事項はございません。

公債費の特定財源のその他９９８万円は一般会計からの繰入金となってございます。又、基金

積立金の特定財源のその他９千円は基金利子となってございます。 

 尚、２０ページから２７ページにつきましては、当会計に属する職員１名分の給与明細書で

あり、一般会計と同様の内容、様式となっておりますので、説明を省略させていただきます。 

 続いて、２８ページをご覧いただきたいと存じます。本表は地方債の現在高調べとなってお

り、区分は簡易水道債と過疎債であり、合計欄でご説明申し上げます。前前年度・平成２３年

度末現在高は２億５,４６４万９千円、前年度・平成２４年度末現在高見込額は２億２,９００万

３千円、当該年度・平成２５年度中の元金償還見込額は２,１５４万７千円、当該年度・平成２

５年度末現在高見込額は２億７４５万６千円となる見込みでございます。 

 次に歳入についてご説明申し上げますので、９ページにお戻りいただきたいと存じます。歳

入につきましては前段の審議資料でご説明を申し上げましたので、総括表で要点のみご説明申

し上げます。１款使用料及び手数料、４款繰越金、５款諸収入の内預金利子の１千円、合計５,

２５０万２千円が一般財源となり、２款財産収入、３款繰入金、５款諸収入の内補償金１２６

万２千円、合わせまして１,２２１万４千円が特定財源となります。 

 以上、提案理由のご説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 
 次に、議案第３３号 平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について。建設課

長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 既に上程されております、議案第３３号 平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計予

算について、ご説明申し上げます。予算説明書の薄紫色の仕切りを１枚お開きいただき、３ペ

ージをご覧いただきたいと存じます。 

 第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４７万円と定めるもので

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

 次に、審議資料により予算の概要をご説明いたしますので、別冊の審議資料の薄紫色の仕切

り、農業集落排水事業特別会計の１ページをご覧いただきたいと存じます。平成２５年度農業

集落排水事業特別会計予算総括表をご説明申し上げます。歳入歳出の予算総額は先ほど述べた

とおり１億４７万円となっており、前年度当初予算との比較では１,１２２万円の減、対前年度

比で９０．０％となっております。 
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 歳入の款ごとにおける予算額を対前年度比較でご説明申し上げます。１款分担金及び負担金

につきましては増減はございません。２款使用料及び手数料につきましては、平成２４年度実

績見込みを参考としながら、前年度比較１８万１千円増の３,７２６万５千円を計上いたしてご

ざいます。３款財産収入につきましては前年度同額の計上となります。４款繰入金につきまし

ては一般会計繰入金であり、前年度比較１,１４０万１千円の減となっており、その要因は起債

償還額の減によるものでございます。５款繰越金及び６款諸収入は前年度同額を計上いたして

ございます。 

 次に、歳出の款ごとの予算額をご説明申し上げます。１款総務費２５万３千円の減につきま

しては、施設管理費の修繕料の減によるものでございます。２款事業費につきましては６０万

円の増となっており、施設の年次的整備に要する町単独工事費の増によるものとなってござい

ます。３款３款公債費は１,１５６万７千円の減となっておりますが、元金及び利子償還金の減

によるものでございます。 

 ２ページをご覧いただきたいと存じます。２ページは款別・性質別・節別予算分類表であり、

説明を省略させていただきます。 

 ３ページをご覧ください。平成２５年度の主な事業内容でございますが、公共桝の新設工事

として２カ所６５万円の事業費及びマンホール等移設工事に５０万円、処理施設の機械類の年

次的修繕費として２８５万円、合わせて４００万円を計上させていただいてございます。特定

財源の１０万円は農業集落排水施設負担金となっております。 

 それでは、予算書の説明を申し上げます。歳出よりご説明申し上げますので、農業集落排水

事業特別会計予算書の１７ページをお開きいただきたいと存じます。歳出の特異的事項と財源

内訳についてご説明申し上げます。１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきまし

ては、当会計に属する職員１名分の人件費及び管理的物件費等となっており、特異的な事項は

ございません。２目施設管理費につきましても、１８ページの１３節委託料８８５万円をはじ

め、２施設に係る通常の維持管理経費となっております。２款事業費・１項農業集落排水事業

費・１目農業集落排水事業費につきましては、先ほど主要施策でご説明した町単独事業及び下

水道台帳作成委託料を計上しており、特定財源のその他１０万円は農業集落排水施設分担金と

なっております。１９ページの３款公債費につきましては、地方債の元金及び利子合わせて６,

１５９万９千円を計上しており、財源は特定財源となる一般会計からの繰入金となってござい

ます。 

 ２０ページから２７ページにつきましては、当会計に属する職員１名分の給与明細書であり、

一般会計と同様の内容、様式となっておりますので、説明は省略させていただきます。 

 続いて、２８ページをご覧いただきたいと存じます。本表は地方債の現在高調べとなってお

り、区分は下水道債、特例債、過疎債であり、合計欄でご説明申し上げます。前前年度・平成

２３年度末現在高は７億１,３７５万５千円、前年度・平成２４年度末現在高見込額は６億５,

８６５万２千円、当該年度・平成２５年度中の元金償還見込額は４,４８６万９千円、当該年度・

平成２５年度末現在高見込額は６億１,３７８万３千円となる見込みでございます。 

 次に歳入についてご説明申し上げますので、９ページにお戻りいただきたいと存じます。総

括表でご説明申し上げます。２款使用料及び手数料、５款繰越金、６款諸収入の内合計３,８７

６万６千円が一般財源となり、１款分担金及び負担金、３款財産収入、４款繰入金を合わせま

して６,１７０万４円が特定財源となります。 
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 以上、提案理由のご説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 
 次に、議案第３４号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計予算について。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 既に上程されております、議案第３４号平成２５年度清里町焼酎事業特別会計予算について、

ご説明申し上げます。予算説明書のうぐいす色の仕切りの次のページ、３ページをお開きくだ

さい。 

 第１条第１項につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７,２２８万円と定めるもので

ございます。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明いたします。 

 第２条につきましては、一時借入金の限度額を２千万円と定めるものでございます。 

 続きまして、別冊の予算審議資料でご説明いたしますので、審議資料のうぐいす色の次の１

ページ、予算総括表をお開きください。平成２５年度の歳入歳出予算額の合計は７,２２８万円

であり、前年度比較では４５６万５千円の増加となり、前年度対比で１０６．７％であります。 

 歳入の款別における前年度比較金額の主な内容について申し上げます。１款財産収入１千円

の増は財産運用収入でございます。２款繰入金４０６万４千円の増は基金繰入金であります。

３款繰越金５０万円の増は前年度繰越金であります。４款諸収入については前年同額であり、

説明を省略いたします。 

 続きまして、１款の財産収入の製造・販売内訳につきまして、３ページの平成２５年度焼酎

等製造販売計画表によりご説明いたします。１．製造計画でありますが、仕込回数は１４回、

製造量は２５キロリットルでございます。２．販売計画でありますが、販売本数は焼酎、水、

その他の合計で９９,３３０本。販売数量は５５キロリットルで、販売額の合計は６,７２０万円

で、前年同額となっております。年度別製造・販売数量の実績は記載のとおりでございますの

で省略いたします。 

 次に歳出の款別における前年度比較金額の主な内容について申し上げますので、１ページに

お戻りください。１款総務費は２７０万５千円の増となっており、主なものは一般職員２名の

人件費２３万４千円、報償費１２０万円につきましては焼酎のラベル等を一新するためのデザ

イナー料となっております。２款製造費１８５万９千円の増の主なものは、備品購入費で８４

万円で木樽の購入、原材料費５７万１千円となっております。２ページをお開きください。特

別会計の款別・性質別・節別予算分類表であります。説明は省略させていただきます。 

 続きまして、予算説明書の事項別明細書により歳出からご説明いたしますので、焼酎事業特

別会計の１７ページをお開きください。歳出の説明につきましては、特異的なものについてご

説明いたします。１款総務費・１目一般管理費は、職員２名の人件費と管理用の物件費であり、

予算総額は３,０６８万４千円であります。１９ページをお開きください。２款製造費・１目醸

造費は、じゃがいも焼酎など１４回仕込みの製造経費と瓶詰め経費及び酒税などの物件費であ

り、予算総額は４,１５６万５千円となっております。２０ページをお開きください。３款公債

費・１目利子３万円は一時借入金利子であり、４款基金積立金・１目積立金１千円は焼酎事業

基金積立金であります。 

 ２１ページから２８ページまでは当会計２名分の給与明細書であり、説明は省略させていた
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だきます。 

 次に、歳入のご説明を申し上げますので、９ページにお戻りください。総括表によりご説明

いたします。１款財産収入、２款繰入金、３款繰越金、４款諸収入につきましては、審議資料

の歳入によりご説明いたしましたので、説明を省略いたします。尚、財源内訳につきましては、

全て一般財源でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これで、各会計予算の説明が終わりました。 

 お諮りします。 

 産業福祉常任委員長から、意見案第１号が提出されております。 

 これを日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 

 したがって、意見案第１号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しま

した。 

 

●追加日程第１  意見案第１号 

○議長（村尾富造君） 
 追加日程第１ 意見案第１号 ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見書を議題とします。 

 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 朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから、本件について質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、意見案第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 
 本件は、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） 
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 起立全員です。 
 したがって、意見案第１号 ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見書は、原案のとおり可決

されました。 
 お諮りします。 
 ただ今可決されました、意見案第１号の提出先並びに内容の字句等については、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。 

 

○議長（村尾富造君） 
 お諮りします。 

 議案調査のため、３月１２日から３月１７日までの６日間、休会としたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 

 したがって、３月１２日から３月１７日までの６日間、休会することに決定しました。 

 

○議長（村尾富造君） 
 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 

                              散会 午後 ４時３３分 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は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１番 前中康男君、２番 池下昇君を指名いたします。 

 

●日程第２  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 一般質問を行います。 

 順次発言を許します。池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 先に通告いたしました、地域振興・活性化対策の取り組みと評価について、町長の町政執行

方針、さらには新年度予算に関連しながら平成２５年度の行政執行に対する基本的な方向性を

確認させていただきます。 

 さて、櫛引町政も新年度は４年任期の折り返しの３年目を迎え、庭園のまちづくり構造を始

めとした公約の実現に向け、意欲的な事業の取り組みを実行に移されると、大いに期待して新

年度の町政執行方針と予算を待っていたところでございます。特に地域全体の経済と景気に回

復の兆しが見えず、さらに深刻度を増し、依然として人口減少に歯止めがかからず、少子高齢

化が一層進む現況については、町長自身も執行方針で述べられているところでございますが、

このような現況をどのように行政・議会・町民が心を一つにして克服して行けるのか。このこ

とは極めて緊急的な課題として取り組まなければならないものと、私自身も受け止めておりま

す。こうした点から、３つの項目について町長の所見をお伺いいたしますので、的確にご答弁

いただくようお願いいたします。 

 まず１点目の、地域振興対策の経済的効果及び評価についてお伺いいたします。まず、公共

事業投資関係の地域経済に対する経済効果と雇用の波及効果についてお伺いいたします。櫛引

町政に移ってからのこの２年間、道の駅パパスランドや札弦センターの改築などの大型建設事

業が実施されているところですが、こうした大型建設事業による地域経済に対する波及効果、

さらには雇用の拡大といったものが清里町で着実に生まれているのか。その評価についてお伺

いいたします。建設事業の元請けは町内業者となっておりますけれども、下請けや資材関係は

ほとんどが町外関係業者となっており、地域の経済循環や雇用の確保に実際に繋がるものとな

っているのか。特に地方の小さな町村においては、従来の公共事業による地域経済の活性化や

雇用確保は難しい時代に入っていると言われておりますが、清里町においてはしっかりとした

効果が生まれているのか、併せて所見をお伺いいたします。また、住宅リフォーム補助や店舗
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事務所改築補助、さらには定住団地における住宅建設に対する補助、そして、昨年１２月には

緊急経済対策としてパソコン購入、イルミネーション整備、老朽住宅の取壊しなど、４千万を

超える補助事業を行っているところですが、それらの事業が地域経済や雇用に対してどのよう

な効果が生じていると評価されているのか。また、具体的な事業効果の検証をどのような形で

行っているのかをお伺いいたします。 

 続いて、町長の公約とされている庭園のまちづくり構想に関して、事業の進捗状況と住民協

働のあり方についてお伺いいたします。町においては町長の構想を具体的に進めるため、職員

のプロジェクトを組み、具体的な推進計画を作り上げ、昨年の秋に議会に対してもその内容が

示されたところですが、新年度予算実行に向け、新しい予算科目を設け、予算計上が行われて

いますが、この計画作りそのものに町民の皆さんがどのように参加、関係してきたのか、全く

見えないものがあります。現在まで、町から常任委員会や議員協議会で説明を受けているとこ

ろでは、町長の構想をベースに、役場内部の委員会やプロジェクトで検討し、具体的な計画を

作り上げてきたと受け止めております。しかしながら、総合計画やまちづくり参加条例に示さ

れている、住民協働によるまちづくりの基本的な考え、これは計画作りそのものに町民の皆さ

んが参加するというところにあると、私は思います。計画作りそのものに具体的に町民の皆さ

んがどのように参画してきたのか、そして、どのような内容反映が行われて、今日の計画とな

ったのかをお伺いいたします。本来のまちづくりにおける協働の考え方というのは、何と言っ

ても計画そのものに対する町民の参画が基本となります。ましてや、花と緑と交流のまちづく

りに見られるように、町民の皆さんが主役になって活動されてこそ、初めて継続的な取り組み

が地域全体で可能となります。町民と行政とのパートナーシップの主役は町民で、行政である

役場は、言わば黒子役です。しかし、今回の庭園のまちづくり計画作りの道筋の中では、主役

である町民の姿が見えてきません。町民は計画の説明を受け、ただ協力するという役回りにな

っているということはないのか。その辺も町長の考え方をお伺いしたいと思います。また、こ

の２年間、構想の具体化に向け時間を費やしたために、新年度予算においても調査や設計レベ

ルのものがたくさん見受けられ、大変失礼ながら、当然、構想全般をこの４年間の任期中に全

て推進することは不可能ではないかと思われますが、集中的に町長は何を最優先して行おうと

しているのか、改めてお伺いいたします。 

 最後に３点目として、パパスランド道の駅の運営及び観光振興対策についてお伺いいたしま

す。パパスランドの建設本体が完成して、４月のオープンにより地域振興や交流人口の拡大、

さらには雇用拡大の面からも多くの町民の皆さんが期待しているところですが、今後新たに生

まれ変わる道の駅を起爆剤としながら、町全体としての観光振興対策はどのように取り組んで

いかれるのか。町長の観光振興に対する基本的な考えをお伺いしたいと思います。清里町にお

いては、産業振興の基本計画として農業振興計画、さらには福祉関係では高齢者福祉計画など、

それぞれの分野において基本となる計画が策定されているところですが、残念ながら観光分野

においては、全体的な観光振興を図るマスタープランが策定されているのか、まずお伺いした

いと思います。近年、山小屋、オートキャンプ場、緑清荘、そして今回はパパスランドの改築

など、多額の投資を行ってきており、当然、これだけの投資を行うということは、将来に向か

った地域振興に結び付く観光振興対策の基本となる、町の観光振興計画に基づいて推進されて

いると考えるところですが、実態はどのようになっているのか。そして、今後はどのようなマ

スタープランの検討をされていくのか、併せてお伺いいたします。 
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 観光振興にとどまらず、全ての事業に言えることですが、施設の整備の前提となるのは、ソ

フト面または人的資源、さらには財政運営を含めた基本となる計画であり、もし、計画が存在

しないとするならば、町としては観光振興については、総合計画だけで十分だと認識されてい

るのか、併せてお伺いいたします。特に景気の低迷や東日本大震災の影響もあるかもしれませ

んが、予算資料や昨年度の決算資料を見る限り、町内の全ての関連施設の入り込みが減少して

おり、かなり厳しい環境も予想されてくると思われます。こうした中、同じ町内施設で客を奪

い合うといった現象も心配されるところですが、パパスランドの運営については指定管理によ

り運営されることになっており、今後町の役割としては、どのような形で地域全体の活性化や

雇用の拡大に結び付けようとしているのか、具体的な方策についてお伺いいたします。 

 以上、３点の質問でありますので、的確にご答弁いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、ご質問をいただきました地域振興・活性化対策の取り組みと評価について、お答え

を申し上げます。 

 まず、質問の１点目の、地域振興対策の経済的効果及び評価についてでございます。本町の

基幹産業であります農業をはじめ、農産加工、林産工業、建設業などの工業分、そして、小売

商店や金融、飲食店などのサービス産業、いずれも清里町のまちづくりの骨格をなす重要な産

業でございます。これらの産業の振興発展は、地域経済、そして雇用の確保の点からも、極め

て重要な課題となっております。こうしたことから、町におきましては、従前よりそれぞれの

分野における振興方策を、積極的に推進をさせていただいてきたところでございます。特に近

年、ご指摘がありましたように、商工業を中心に地域経済の低迷、消費の流出、人口の減少、

そして少子高齢化などの影響を強く受けておりまして、一段と厳しさが増しているのはそのと

おりかなと思い、また理解をいたしているところでございます。特に小売商店、そして飲食店

の閉店が相次ぎました。その結果として、市街地商店街の空洞化も目立ってきたところでござ

います。そうしたことから、商工振興の充実ということで、新たに移住定住団地の造成、また、

合宿の誘致、そして花緑の推進によるまちづくり、各種イベントの実施、パークゴルフ場やキ

ャンプ場、神の子池、さくらの滝、斜里岳登山などの観光振興にも力を入れながら、交流人口

の確保に努めてきたところでもございます。また、国の補助や交付金事業でのそれぞれの整備

もいたしております。近年では町民会館の建設をさせていただき、また緑清荘の増改築、パパ

スランドの改修事業、そしてこれは直接的な部分ではありませんが、町としての投下事業とし

ては光岳小学校の屋内運動場、さらには特別教室の耐震改修、またトレーニングセンターにつ

いても耐震、そしてこの総合庁舎自体も耐震改修等の事業の投下をさせていただいたところで

あります。これらの補助事業や交付金事業、かなりの事業費として投下をさせていただきまし

た。ご指摘がありましたように、この中で直接的な事業の発注は地元が多いわけでありますが、

それが雇用の拡大、また地元の消費の拡大に繋がっているのかどうかということでありますが、

当然、元請けとなられている企業者がたくさんございまして、その中では当然において、地域
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での効果はあったと思っておりますし、また、雇用環境においても、通常であれば冬期間の雇

用というのはほとんど無くなるわけでありますが、こうした事業の展開、特に今もパパスラン

ドにおいては、工事が実施されているというようなことで、冬場における雇用も一定程度起き

てきていると理解をしているところでございます。その他に、町の単独事業でも新店舗出店の

支援事業、店舗改修、そして住宅リフォームに係る支援事業、さらには一昨年からであります

が、町単独、交付金事業に関わる町での商品券交付事業と、こういったものも導入させていた

だきながら、地域の消費の拡大に繋げておりますし、また、空洞化にされております、少しで

も空き店舗の有効活用という部分で、活用をいただいているところであります。 

 抜本的な、飛躍的な成果と言うのは、なかなか難しいわけではありますが、確実に店舗の活

用と、そしてまた新たな企業の皆さんが算入されるということで、地域の活性化に結び付いて

いると思っておりますし、また、町の中のにぎわい、そういうものが戻ってきつつあるのかな

と、評価をしている次第でもございます。 

 次に２点目の、庭園のまちづくり事業の進捗と住民協働のあり方についてでございます。ご

案内のように、この構想につきましては、第５次清里町総合計画の理想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」を具体的に実践するための、環境を中心とし

たまちづくりの推進計画でございます。庭園のように花と緑にあふれた、潤いと親しみのある、

ふるさと清里町の創造を目指し、「多様な自然を守り育て活用する」、そうしたことによる交

流人口の増加と地域の活性化に向けた取り組みを行う、そういう計画でございます。ご指摘を

いただきました、計画の策定時点からの住民の参加というのは、どう考えているんだというこ

とでありますが、基本的にはただ今申し上げましたように、第５次総合計画の将来像を実践す

る具体的な計画としての展開でございます。そうしたことから、またこれを私の公約の一つに

掲げさせていただいたということもありまして、私の気持ちをそのまま計画に表したというこ

とでありまして、これも具体的に言いますと、今まで進めてきた諸々の施策や、花緑事業関係、

これらのものを総体的にわかりやすく整理をさせていただいたというふうに、理解をいただい

て結構かなと思っているものでございまして、町民の皆さんと今まで進めてきた事業を体系付

けて整理をさせていただいて、それを庭園のまちづくりという形に置き換えたということであ

りますので、新たな計画を作ったものではありません。構想としての一連の形式を取らせてい

ただいたということでございますので、そういう意味において、計画の策定は私の考え方の中

で、今までの体系を整理をさせていただいたというご理解をいただければと思っております。

そうしたことから、それぞれの策定ができた概要につきましては、町の広報などでもお知らせ

をさせていただいておりますし、それぞれの会議等についても、そうした趣旨をお話申し上げ

ながら、ともに行政と町民とが合わせてまちづくりに推進をしていきたいということでござい

ます。構想については、すでにご説明させていただいておりますように、それぞれ「ふるさと

の森づくり計画」、「豊かな田園づくり計画」他、５つの計画を立てているところでございま

して、それらの具体的な部分についても、今年から、そして今までも続けてきていた事業を体

系付けたということでありますので、ご理解をいただきたいと思いますし、また、新たにそれ

らの事業を展開していくために、必要とされるそれぞれの施策については計画を入れ、また、

地域との協議を入れながら、具体的な実践に向けて整理をさせていただくという内容で、現在

進めているところでございます。その中の一環といたしまして、基本的に斜里町界から清里町

までの区間については、コスモスロードがすでに整備がされております。そして、札弦で今、
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建設をいたしております「道の駅パパスランド」に向けた線を、この展開の中で作っていきた

いというようなことで、特に今年は、道道のほぼ清里－札弦間の中間に景観駐車帯の建設をお

願いいたしまして、おかげ様でそちらの方も道道側の改修の中で整備をいただくということに

なってございますので、そうしたものとの一連の整備の中で景観、また圃場の緑肥作物等の展

開も合わせながら、この清里町特有の大規模型の畑作を一望できる、そういうような流れをつ

くっていき、交流人口を増やしていきたいと考えているところでございます。多くの町民の皆

さんが自然を思いやり、豊かで潤いのある環境の下で、住民協働による地域づくりが行えるよ

うに、町としても今後とも努力をしていきたいと考えております。 

 次に３点目の、「道の駅パパスランドの運営及び観光振興対策について」でございます。ご

案内のように、国の補助事業をいただきまして、現在建設がされているところであり、また、

４月からは指定管理者による運営の予定となってございます。本町はご案内のように、知床観

光圏がすぐそばにございますし、また、阿寒国立公園、網走国定公園、斜里岳は道立自然公園

に指定されているところでございまして、この清里町そのものは観光うんぬんというものが比

較的少ないわけでありますが、今申し上げました、それぞれの国定公園なり、国立公園が近間

にたくさんあるわけでありまして、ちょうど清里を拠点に、それぞれの観光地まで大体同じ距

離であります。そんなようなことで、清里町に滞在をしていただきながら、そういう観光地に

出かけてもらえる、そういうようなスタイルが最も清里町らしいスタイルになってくるのかな

とおもっておりますが、何しろ大きな観光地があちこちにあります。そうしたものと合わせな

がら、町としても滞在型の観光に、これからも取り組んでまいらなければならないと思ってい

るところでございます。特にそうした中において、今回パパスランドにおきましては、道の駅

の機能を強化させる。当然、地域住民の皆さんのふれあいの場、憩いの場ということもありま

すが、今申し上げました、多くの交流人口を迎え入れる、そういう施設としての整備も進めて

いるところでございますので、そうした中において、地域の方々と一緒になって、いろんな対

応を考えていけるものと期待をしているところでもございます。特にあの中では今般、地域の

食材を販売できるシステムとして食材提供供給施設、また、地域の食材の直売所としての機能

を併せ持つ施設でもございますので、そうしたものを含めながら、特色ある施設としての活用

を進めていければと思っているところでございます。 

 また、特に地域の人方が中心となって、パパスランドを中心とした地域の活性化を推進する

ために、ネットワークが新たに設立されました。こうした広範な方々がこの施設に関わりなが

ら、地域の活性化に向けた取り組みも大いに期待をしていきたいと思っているところでござい

ます。可能な限り、町としてもそうした考え方の中で、地域の支援をしてまいりたいと考えて

おります。 

 また、観光の面で、観光のマスタープランがどうなっているんだということでありますが、

基本的に観光そのもののまちづくりということでありません。清里町に今までもあった、そう

いう自然を活用しながら、観光と切り離すという意味ではありませんけれども、交流、そうい

うものを中心とした観光のまちづくりという部分での考え方で進めていきたい。観光そのもの

だけをもって産業にできるかどうかというのは、かなり厳しいところがあるのではなかろうか

と思っております。今申し上げました、いろんな町の皆さん方が築いてきたこの清里町の田園

景観、そしてまた、今皆さんに一生懸命取り組んでいただいております花と緑と交流のまちづ

くり、そうしたものによって培われてきたまちづくりと合わせた中の観光づくりというような
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観点で、町を少しでも活性化させていきたいという思いでございまして、総合計画の中でもそ

ういう方式の中での謳い込みがされておりますし、計画がされているところであります。新た

なマスタープランというものの必要性は、これから十分認識をしながら、それが無ければ事業

が前に進まないということであれば、そういうようなことも検討しなければならないかなと思

っておりますが、必ずしもそうではないだろうということで、全体的な総合計画の中に含まれ

ていく全体のまちづくりと。その中の１つの部門としての観光づくりという部分での整理をさ

せていただきたいと思っている次第でございます。 

 以上、申し上げまして、答弁に代えさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今後は一問一答でお願いしたいと思います。 

 まず１点目の、地域振興対策の経済的効果及び評価の部分で、再質問させていただきます。

前段でも申しましたが、最近、ここ数年の間に札弦町において、櫛引町政になってから、札弦

センター、光岳小学校体育館、パパスランドなど、合計で１０億円以上の多額の投資を行って

きておりますけども、現実的に地域の経済の効果及び雇用に、どのようにつながっていると考

えておりますか。その辺をまずお伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問をいただきました。札弦地域においては近年、大型の事業が投下をされている

ということで、まさにその通りかなということでございます。これは故意的な部分ではなくて、

全体計画の中でたまたまその年に、今の時期にあたっているということで、私が札弦だから札

弦ということでは決してありませんので、そこはご理解をいただきたいと思っております。 

 そうした中で、地域の経済、雇用にどういうふうにこれがつながっているのかということで

ありますが、基本的に札弦センターまたは光岳、パパスランドの発注先、工事の請負企業者は、

町内の企業の方々でございますから、投下された事業については、そこに一応全て集約される

ということで理解をいたしております。ただ、先ほども申し上げましたように、町内で調達の

できないいろんな物もございます。そういう部分については、そこを通じながら町外への発注

ということもあるかとは思いますが、全体としてはそういう事業の発注が地域の産業に与える

影響というのは、相当大きなものがあるのではないかと思っておりますし、また、その中で働

くそれぞれの方々については、当然先ほども言いましたように、地元でできない部分もありま

すから、そういう人方は町外からということもありますが、多くは地元で雇用されているそう

いう方々が、現場で働いておられるということもございまして、直接的にこのお金がどこに行

って云々というくだりはちょっと難しいかなと思いますが、全体としての経済、そしてまた、

雇用への波及効果は一定程度のものがあったと理解をいたしている次第であります。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、町長の方からも、町内業者で賄い切れないところを町外の業者に委託をしていると、答

弁されたんですけども、私から見るとですね、実態の方が逆に町外の、資材とかそういう関係

もひっくるめて、町外の方が重点的に、要するに雇用関係とか経済の方を、逆に潤っているん

じゃないかなと私には見えるんですけども。決して清里の業者にこうやって公共事業、いろん

な面で落札しても、全部が全部、町内で賄い切れないのはわかりますよ。でも、そういう中で

やっぱり重要な部分は、どういうふうに経済効果と雇用が、我が町の中で行われていくのか。

これが重要だと私は思っているんですけども、見る限りやはり他町からいろんな資材、車、人

的なものもひっくるめて多数入っているというのが見受けられるので、その辺は町長も先ほど

述べましたけども、やはりもう少し何とかならないものかなと、そういうふうに私自身思うの

ですが、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 建設関係の直接的な雇用等の関係、また資材等の発注、また技術的な部門での町外からのと

いうことでございます。私も基本的には町内で全て完結していただけるのが一番良いと思って

おりますが、先ほど来申し上げておりますように、やはり専門、専門がありまして、どうして

も町内では調達ができないという部分があります。そういう部分については、これは全体の事

業ですから、たまたま清里町としては今そういう発注をしていますが、逆に言えば町外で発注

した事業であっても、清里町にそういう専門の技術が持たれている部分については、逆に言え

ばそちらでも利用していただけると。全体の中での調整なのかなと。ただ、残念にも池下議員

が言われますように、その占める比率と言うんですか、町外の比率の方が町内よりもたまたま

多いのではないかというようなご指摘かと思います。これらについても、そういう専門性があ

るものはどんどん町内で立ち上がってくれれば本当はありがたいことでありますが、全体とし

てご理解をいただくより仕方ないのかなと思っているところであります。受注の企業者には町

の方から常に資材やなんかの地元発注、また、雇用についても地元での雇用を優先するように、

ということでお願いをしながら進めさせていただいているということでもございますので、ご

理解を賜ればと思っている次第であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 我が町もですね、町長、４,５００人を割ったんですよ。こういう町において、住宅リフォー
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ム補助とか太陽光の補助とか、さまざまな補助事業を行っておりますけども、全体を通して具

体的な事業の効果、これをどうやって判断して、次につながるような事業をやるためにはどう

しなければならないのか。これは常に検証をしていくという必要があると思うんですよ。やっ

ぱりそうやってやっていくことが私はベストだと考えているんです。単発事業で終わらないで、

常に連携して事業と言うものは動いていると。このように私は捉えているんですけども、その

辺の町長の考え方はいかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問がありましたように、町の単独事業、また補助事業等も合わせながら、町全体

としてどれだけの事業が起きて、またそれが地域のどういうふうに波及していくか、常に考え

ながら執行させていただいているつもりでございます。そうした中で住宅のリフォームだとか

新店舗の支援事業だとか、そういうものについても原則と言いますか、町内で受けた、要は受

注をした、そういうものを補助の対象にしていきますよという原則を置いているわけでありま

すから、そういう面においては、それぞれ予算が地元で投下をされて、それが経済循環として

回っていくという発想を持ちながら進めてきているというのが実情でございます。いろんな事

業がこれからも必要となってくるし、興していかなければならないものが数多くあるかと思い

ますが、基本としては今申し上げましたように、町内での循環がいかにスムーズにいくか、そ

ういうようなことを念頭に置きながら進めていきたいなと思っておりますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 それでは次に、庭園のまちづくり事業の進捗と住民協働のあり方について、質問したいと思

います。まず、この庭園のまちづくりは町長の公約ですけども、４年間の中での構想があった

と思いますが、町長自身、この２年間経った今の段階で、進捗状況は自分で何％だと考えてお

りますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 庭園のまちづくり構想そのものについては、先ほど申し上げました、いろいろ今までも取り

組んできたそれぞれの事業を、体系を付けていく。そして、町として「清里の町は？」と聞か

れた時には「うちの町は庭園の町なんですよ」と。「こんなにすばらしい景観のある町なんで

すよ」というイメージを、外に向かってアピールできる。そういうような部分での計画であり
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ますから、私になって始めた部分もありますが、従来からの計画の中で進んできているもので

すし、特に花緑という大きな事業が展開されております。それから植樹祭とか森づくり事業も、

名称は「ふるさとの森づくり」に変えましたけれども、植樹祭という形でずっと今までも継続

されてきた。それを全体の町のイメージとして一つ一つの事業ではなくて、一連の大きな事業

として体系付けたということでご理解をいただきたいと思いますので、私になってから何％だ

とか、これが今時点で何％まで進んだとかいうことではなく、これは先ほどもお話がありまし

たように、４年間だけで終わらす事業ではないので。全体の第５次総合計画で掲げた将来目標

に向かった、一連の体系付けた事業という形の中で進めていければと思っていますから、私の

公約でもありますけれども、これが終わったからこれらの取り組みは一切無くなるんだという、

そういうことではない。従来からの継続の中で、より発展をさせていきたいということであり

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 この庭園のまちづくりに関して、実行に向けた予算付けというのがあるんですけども、私が

見る限り、住民協働と言いながら、全てにおいて行政の方が立案をして、プロジェクトを組ん

でおりますからそれはわかりますけども、それを町民に押しつけているのではないかと。先ほ

ども私は前段で申しましたけども、町長としては、構想としては今までの花緑の要するに整理

だと言われておりましたけども、やっぱり町民と一体化したということを考えると、もう一工

夫した方がいいのではないかと。ただ、今までの花緑の整理をしたものを、こうやって従来や

っているんだというものでなく、やはり形として見えるもの。それもそんなに時間のかからな

いうちにできるもの。町長の任期というのは４年なんですよ。４年過ぎてからできるようなも

のでは、私は必要ないと思うんですけども、やはり実行に向けた工夫というのが、もう２年間

過ぎたわけですから、最低限今年から、次から次に目に見えるものをやっていかなければ、本

当の意味というのは無いと思うんですけども、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど来申し上げておりますように、この庭園のまちづくり構想、全体の今まで取り組んで

きた部分を体系を付けていく事業として、構想を策定させていただいたものでございます。そ

うした中で今ご指摘がありました、長い期間よりも、公約任期の中で一定の成果を当然挙げる

べきではないかということで。そのとおりかなと理解をしておりますし、またそういうふうに

私としても、一定のスピード感を持って進めていきたいということでありますから、先ほども

申し上げました、道道の方にもお願いをしながら景観駐車帯を造ったり、また清里から札弦の

方に向かっても、必ずしもコスモスということではありませんけれども、フラワーロードを展

開していきたい。ですから、一昨年ももう既に５００メートル、光岳小学校の辺りから清里に
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向かって展開をさせていただいたというようなこともございますし、また、私として今年具体

的に進めていきたいと考えておりますのは、これは相手のあることですからそんなに簡単には

いかないとは思っておりますけれども、国有保安林の中に散歩道はできないかなというような

ことで今、これから具体的に営林署の方とも詰めていきたいなと考えております。その保安林

の中を切ったり盛ったりするということになると、なかなか許可にはならないというふうに聞

いております。今の現状の姿の中で切ったり盛ったりしないでできる、そういうようなものを

考えていきたいなと思っているところでございます。ある一面、住民に押しつけになっている

のではないかというようなお話でありますが、決して私はそういうことではないと。今までも

一緒に取り組んできたものをさらに発展をさせていきたいということで、目に見えたものが出

てくれば、さらにみんなでつくる喜びというのがお互いに味わえるということになってきます

し、当然そういうことで交流人口が増えて、また来てくれる方が増えて、「清里の町はきれい

だね」と言ってもらって、本当に自分もやっている、参画している、そういうことが実感でき

るのではないかと思っているところでもございます。こうした議論を通じながら、この計画が

より具体的な計画として、身近な計画として、町民の皆さんに浸透していく。そして、こうい

う活動をしていただければと考えている次第でございます。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 町長も先ほど来からそういうふうに答弁されているんですけども、私はどうしても総合計画

を整理したイメージが先行してしまって、どうもこの事業を通して具体的に地域経済の活性化、

雇用、そして一番私がネックだと思うのが、定住とか交流人口が本当に増えるのか。ちょっと

疑念を抱いているんですよ。何回も聞くようですけども、その辺本当にやっぱりどう結びつけ

ていくのかが、本当に大事なところだと思うんですけども、町長、この構想全般を通して、何

を最優先で行おうとしているのか。その辺をもう一度お聞きしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問でありますが、基本的には清里が持っている特性、斜里岳もそうですし、こ

の広大な田園景観。我々はここに住んでいるから当たり前の風景として見ていますが、よそか

ら来られる方々にとれば、ものすごくインパクトがございます。この間もデザイナー３名の方々

が来て、あの時の一行としては１３名が来られたわけでありますが、清里のこの雪野原を見て

感激をしていたと。「こんな広い雪野原が」と。つまりはそれが、作物が生えて色とりどりの

景観が、斜里岳の麓に出来上がってきた時のこの景観というのは、同じ北海道の中でもやっぱ

り特異的な存在だと、私は思っております。そうした中で、美しいそういう景観を通じながら、

清里へ行ってみたいなと。これが交流人口の一つの始まりであり、そこに住んでいければとい

うことで、移住定住につながっていけばと思っているところでもありますが、ただそれだけを
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目的にやると、どうしても町民の皆さん方はそのためにやっているのではないわけで、美しい

地域をつくろう、美しい田園をつくろうということではなくて、それは生活の営みの中から出

てきたものでありますから、当然そこを考えながらやっていかなければならないと思っていま

すし、それが押しつけにならないように、そういう自分たちの生活のサイクルの中で、そうい

う活動が起きてくればと思っているところであります。そうした中で、特に重点的にここ数年

間でやらなければならないものは何なのか、ということでありますが、全体としてはそれがあ

る一面、交流人口、人が増え、活性化につながる。そのためには雇用が起きたり、また、いろ

んな物が売れたりという経済活動が必要になってくるんだろうと思っております。先ほど申し

上げました景観駐車帯に、できれば直売の物が置ければなとも思っておりますし、特に今回建

設されましたパパスランドを、どうやってあそこにお客さんを引き込んでいくか。その誘導策

としての一面も、私は考えていかなければならないと。と言うのは、先ほど清里から札弦に向

けたフラワーロードの設置、これらをそれぞれのものから線としてつかまえて、パパスへの誘

導方策、こういう一面も合わせ持ちながら進めていければなと思っている次第でありますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 もうあまり時間が無いので、３点目の質問にいきたいと思います。 

 新しい道の駅ができて、交流人口が当然増えるだろうと期待しております。また、パパスの

運営については指定管理でやることに決まりまして、町との連携を考えた時に、今、町長がお

っしゃったような、パパスを巻き込んでのまちづくりをどうやってやっていくかということに

関して、観光振興というのはなかなか難しいと思うんですけども、先ほどの前段の答弁の中で、

町長はマスタープランは必要が無いような答弁をされていたんですけども、やはりこうやって、

景観駐車帯とか田園景観はすばらしいとか、そういうふうに思っていながら、うちの違う観光

に対してそこそこやっていかなければならないもの、これは連携していると思うんですよね。

全てに。にも関わらず、マスタープランは必要ないというのは、どうも理解できないんですよ。

ちぐはぐな感じがして。その辺いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど来申し上げております、基本的に町の全体の計画としては、総合計画という中で事業

の展開をさせていただいているところでありまして、先ほども申し上げました、決してマスタ

ープランはいらないんだという答弁はしていないつもりございます。今の総合計画なり、他の

景観計画、そしてこの庭園のまちづくり構想、計画ですね、こういうものの中でやっていける

ものについては、それでやっていければ私はいいのかなと思っておりまして、仮にそれが全体

の姿として捉えることができないということで、どうしてもマスタープランに置き換えなけれ
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ばそういう施策が見えてこない、展開ができないということであれば、作ることについては別

に否定をする何ものでもありませんが、庭園のまちづくり構想なり、景観計画なり、また総合

計画と、いろんなものをいっぱい作っても、なかなか煩雑になるばかりかなという中で、また

その観光計画というものを別に、これが本当に必要であれば考えていかなければならないと思

いますが、今のこうした事業の展開の中ではその中で何とかやっていける範疇であるのではな

いだろうかと、理解をしているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 この観光振興と言うのは、部分部分がすぐれていればそれでいいというものではないと思う

んです。ありとあらゆるソフト面、それから財政面を全部ひっくるめて、これが連動した中で、

さらに融合性を持って進めていくといったことが、一番に求められるのではないかなとは思う

んですけども、町長は残されたこの２年間の任期の中で清里町の観光振興対策、うちの町には

観光協会というものがありますから、そちらの方とも連携を図っていきながらやって行くとい

うのはわかるんですけども、町長自身がその部分に関して、今後どのような対策って言うんで

すか、何か具体的なそういうものがあればお聞かせ願いたいなと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 観光の問題、これは新しい産業という発想になってくるのかなと思っておりますけれども、

全ての分野に関わる事業内容なのかなと思います。一次産業の農林業であれば農林業というき

ちっとした枠がありますし、商工業も商工業という枠がありますから、この産業というのはあ

る一面、１次的なもの、それから２次的なもの、サービス業的なもの、いろんなものがかみ合

ってでき上がっている産業かなと思っております。そうした中で、この部分だけ引き上げて、

取り上げて観光産業という謳い方ということでは私はないと。ただ、全体としては、イメージ

としては観光をというようなイメージであって、産業として個別に分類をするということが、

果たしていかがなのかなと。今言ったように、大きく捉えて全体の中で、１次、２次産業全体

の連携したそういう事業としての捉え方をしていって、それぞれの協力をいただきながら進め

ていくというのが、一番ベターなのかなと思っております。特に我が町においては、すぐそば

に有名な観光地がありますが、私どもの町そのものでは、先ほど言ったような観光と言うイメ

ージなのか、景観と言うイメージ、庭園と言うイメージなのか、そこら辺も考えながらやって

行く必要があるんだろうと思っております。ただ、従来よりもそういう総合的な産業のあり方

というのは極めて重要になってきているという認識もいたしております。と言いますのは、や

っぱり交流人口を増やしたり、雇用を増やしたりという一面の中に、そういう要素がこれから

どんどん強くなっていくんだろうなという気持ちでおりますので、そういう動向も見ながら、

対応をしていかなければという思いでいるところであります。以上であります。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 観光、パパス、庭園、定住、斜里岳にしてもそうですけども、いろんな分野において、やっ

ぱり地域振興対策というのが基本になると思うんですよ。それを全て今までの取り組みを通し

て、これからの２年間、町長自身、今までの２年間もそうですけども、全体的には自分として

どのような評価をしていると。その辺を聞いて、私の質問とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 難しい内容でありますけれども、基本的には町の人口が減ってきております。そしてまた、

少子高齢化も進んでいる。先ほども申し上げました、商工業を中心とする本当に厳しい状況、

こういう状況を捉えながら、少しでも町の中に活力、そしてにぎわいがあふれるような、そう

いうような形になっていかなければならない。そして、結果的にはここに住んでいる人が本当

に住んでいて良かったと、住み続けていきたいと、そう思っていただけるまちづくりをしてい

かなければならないと認識をしているところでございます。今、その中でどれだけの評価なん

だと、どれだけの進捗なんだと。なかなかそれを数字にして表すという時点ではまだないと思

っているところでありまして、引き続きそうしたまちづくりに向けて、全力で投入をしていき

たいということを申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 以上で、私の３点の質問を全て終わりますが、私は昨年の９月の定例議会と本日と、二度に

わたって地域振興対策という項目で一般質問を行いましたけども、住み良いまちづくりを行う

と言うことは大変難しいことでありますけども、町長には残り２年間、しっかりとした考えの

下、町政に取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

 

○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） 

 それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 
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 東日本大地震から早２年が過ぎまして、復興への取り組みが進んでいる中、我が町において

も改めて防災・減災への取り組みを考えているところでございます。そのような中、清里町地

域防災計画の中で災害予防、あるいは初動対応、あるいは応急対策や復旧など、対応すること

となっておりますが、それらを踏まえた中で３点ほど一般質問を行います。一問一答の形式で

行いたいと思いますので、その辺をご了承願いたいと思います。 

 まず１点目。緑ダムの防災対策であります。平成２３年度の第５回定例会でも私は質問いた

しましたけれども、緑ダムにおける大雨洪水災害時の下流地域のハザードマップの作成につい

て、開発建設部に依頼したとの町長答弁がございました。その後、どのような報告があったか、

お聞かせ願います。 

 ２点目です。先の３月２日、３日の暴風雪では、網走管内では３名、根室管内では親子４名

を含む５名、合わせて８名もの尊い命が犠牲になっております。国道をはじめ道道、町道も通

行止めになりました。また、当町ではビニールハウスの倒壊、あるいは倉庫、建物の損壊など

もあったと報告を受けております。また、身動きが取れなくなった車もあり、大変だったとも

聞いております。清里町における防災マニュアルの中で、災害対策本部の設置基準はどのよう

になっているのか、お答えください。 

 ３点目、各種防災用品の保守点検はどのように実施しているのか、お尋ねいたします。 

 以上３点について、答弁を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、防災・減災へ向けての取り組みについてのご答弁を申し上

げたいと思います。 

 まず１点目の、緑ダムの防災対策についてでございます。ご案内のように、緑ダムにつきま

しては岩を盛り立てて造るロックフィルダムであります。また、そのダムに中央遮水ゾーン型

ということで、ダムの真ん中に遮水壁が設けられているという特殊なダムでもございます。そ

うしたことから、ダムそのものが一瞬で崩壊または決壊することは無いと、北海道開発局より

お話をいただいているところでありますが、このことについては、今ありましたように平成２

３年の定例議会での一般質問にお答えをさせていただいたところであります。 

 しかし、その時も想定外の事態が懸念されるということの中で、仮に一瞬に欠落または崩壊

した場合のハザードマップの作成、これはどう考えているかということでございますが、これ

らについては開発建設部にその後、要請をさせていただいたところでございます。その段階で

は、開発としても基本的にはあり得ないという判断でありますから、あり得ないものをあるか

のごとく想定をしてマップを作ることにはならないし、また、あり得ないとする根拠の無いも

のを仮に作って公表することは一切まかりならないということで、その後話は進んでいないと

いうことでございます。いわゆるハザードマップについては、１００年に一度または２００年

に一度発生する降水確率に基づき作成をされていきますが、緑ダムについては、２００年確率

ということで、これも前回申し上げましたけれども、そういう設計仕様になっているというこ

とでございまして、基本的には進んでいないというのが実情でございます。また、斜里川の洪
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水に係るマップについては、平成１９年に北海道が斜里川を対象に作成されたものがございま

す。ただ、これは資料によりますと、概ね３０年に一度程度の降雨ということで、１日最大１

３０、１４０ミリがその根拠となってございます。ですから、その程度であれば極端に言えば、

斜里町側では堤防が決壊する可能性が指摘をされておりますし、堤防が決壊した時においては、

どれまで浸水しますよというマップが作成されておりますが、清里町側ではそれが無いと。そ

の時点でもそういう恐れは無いということで、清里町側の町界から上は被害が及ばないという

ことで、作成がされていないというのが実態でございます。 

 次に２点目の、災害対策本部の設置基準についてでございます。本町の防災への対応につき

ましては、防災会議が策定いたしております「清里町防災計画」によりまして、地域の災害予

防、災害対策、応急、復旧の関係、そういうそれぞれの計画が作られているところでございま

すが、ご質問の災害対策本部の設置基準でございます。これは、国が定めております災害対策

基本法、そして災害対策本部設置条例に基づいて、それぞれ災害が発生した時、または発生す

る恐れがある時に必要であると認めた時に設置をするということになってございまして、その

設置にあたりましては、本部の職員をもって充てるということになっているものでございます。

ですから、気象庁の警報の発令、こういう異常気象の発生が予測される場合にあって、かつ、

それぞれの必要性が認められた時に設置をするということでございます。通常の警報、注意報

の段階においては、各管理職による情報連絡室をまず立ち上げて、前段の措置をすることとい

たしております。気象警報だとか道路情報の伝達、または被害の発生の予測に基づく事前準備、

事前の体制を整えておく、そういう意味合いがあるわけでございまして、万が一本当に災害が

発生するような事態に備えるという対応になってございます。また、これらの設置の基準につ

いても、情報連絡の関係においては第１種から第３種までの配備基準があります。それに基づ

いて、それぞれの配備を行っていくということでございますが、１種であれば警報等が入って、

そういう情報が総合振興局または気象台から伝達されてくるその段階で、大体１種のものが設

置されます。それから、より具体的に現場として災害の傾向が表れてきた時に、２種の発令を

いたします。それから、３種についてはそれをさらに超えて、本部を設置する手前、段階での

設置ということになってございますが、場合によっては、もう明らかにその警報が入った時に

はひどい状況で、現地で災害が発生しつつあるというような時には、いきなり対策本部を設置

するというようなこともございます。ちなみに、３月２日の清里町の状況でありますが、午後

までいたって平穏な状況でありました。休みの日ということもありまして、総務課の防災担当

の職員が日中にそれらの対応として、気象台とか総合振興局からの情報収集を行わせていただ

きました。そして、夕刻にひどくなってからは、建設課には道路の除雪体制の確認、産業課に

は農業被害の確認、これらについての体制を取っていただきましたし、また、夕刻からは自宅

待機という体制を取りながら、第１種配備での対応をさせていただいたというのが実情でござ

います。参考までに、近年における災害対策本部の設置は、平成２３年６月１５日に清里市街

で集中的な豪雨がございまして、被害が冠水被害、排水被害が生じたということで設置をいた

してございます。それ以降としては、先ほど申し上げました情報連絡体制という形の中で、今

まで平成２３年に、先ほどの６月以外に９月で１回、２４年には４月、６月、８月とそれぞれ

設置いたしました。それから、２５年に入ってからも３月２日の分を含めて、２月８日にも暴

風雪の大雪情報がありましたので、設置をして体制を整えてきたという状況でございます。以

上が対策本部等の設置並びに情報連絡体制のあり方であります。 
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 次に３点目の、防災用品の保守・点検についてでございます。これらの防災用品につきまし

ては、備蓄資材として全体では衛星電話が３台ございます。これは３台の内、それぞれ１台ず

つ本町と札弦センター、緑センターに配置がされているものでありまして、電話回線が途絶え

た時の緊急連絡用ということになってございます。また、毛布は３０５枚、発電機９機、ライ

トが８機、拡声器３台、ラジオ３台、非常食が１,２８０食、灯油ストーブが１１台、救急箱、

緊急用組立て簡易トイレなど、それぞれ保有いたしておりまして、基本的には役場庁舎、町民

会館、札弦センター、緑センターに配置をし、保管をいたしております。点検等の関係であり

ますが、衛星電話については毎月充電をいたしておりますし、発電機は年２回の試運転とオイ

ル交換、点検等をいたしております。また、ガソリンは１年に１回、定期的に交換をいたして

いるということであります。さらに、発電機の場合は接続しなければならないということがあ

りますので、そういう防災施設に対する接続訓練を年１回実施してございます。また、非常食

だとか医薬品、乾電池等は期限がありますので、その期限に合わせて随時更新を行っていると

いうのが実情でございます。災害が発生しないのが一番でありますが、引き続き、万が一の災

害にも適切に対応できるように、防災体制並びに備品、器具類についての購入整備と合わせて、

保守点検に努めてまいりたいと考えている次第でございます。 

 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） 

 まず１点目の、緑ダムに関しての再質問になりますけども、私が初めて議員になって、防災

に鑑みた緑ダムの答弁の時に、町長の方から「緑ダムの洪水におけるハザードマップは関係当

局、開発局に情報提供する方向で進んでいる」という答弁がありました。でも、今の答弁内容

ですと、結局はその要旨と言うか、内容が出ていないのかなと。 

 それともう１点、地震の想定も、想定の上での話に対しては開発としてはデータは提供でき

ない。本当に何て言うか、地域住民にとったらそこは大変不安極まりないものがありまして、

町長として今一度、その点についてどのような方策があるのか。あるいは地域住民の不安を払

拭する何か術があるのか。その辺をやはり、関係当局にも親身になって今一度、データ提供な

り、あるいはどういう形が望ましいのか。そこは親切に対応していただきたいと思いますけど

も、その点についてもう一度答弁を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） 

 以前の段階でも一般質問の中で、緑ダムが地震などで壊れた場合、また大雨で決壊した場合

ということの中でお話をいただき、そうした状況について、開発局の方にもお話をさせていた

だき、先ほど申し上げました答弁となったわけでございます。開発の方としても基本的には先

ほども言いました洪水についても、２００年洪水計算での設計でありますから、一瞬にしてそ
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れが無くなるだとか、ダムが崩壊するということにはならないと。もう１つの理由が、洪水ば

きというのがダムには付いておりまして、堤体より洪水ばきの方がかなり低い所にあります。

これは、自然洪水ばきでありますから、ある一定の水位を超えると自動的にそこの洪水ばきか

ら流れていってしまうということでありまして、堤体までの高さともかなり開きがありますの

で、堤体を乗り越えてくるということにはならず、先に洪水ばきから自然と落ちていくと。ま

た、それ以外にも非常放流システムを当然有しておりますので、そういう中で事前に一気にど

っと雨が降るわけではありませんから、状況を見ながら中央管理所の中でダム操作が行われる

というようなことでありますから、基本的には洪水での対応は無いということであります。 

 また、地震についても、今までの部分で近年にできたそういう対応のダムの中では、一瞬に

して崩壊したとか決壊したというようなダムはありません。特に今回のこのダムについてはロ

ックフィルですから、まんじゅう型の本当になだらかなダムで、いきなりそそり上がる一般的

なアーチ形のコンクリートダムとは全然仕様が違うということでありますし、特に中央遮水壁

ゾーンという遮水型の部分ですから、私も心配したのは蟻の一穴で徐々に穴が開いて、と思っ

てちょっと心配なところがあって、よくよく聞いてみますと中央遮水ゾーンですから、真ん中

が全部遮水壁で覆われているということで、そこに全部監査路がありまして、データ取りが全

部入っておりますから、そこに万が一漏れてくるようなことがあっても全部そこで処理ができ

るという対応になっているというようなことでございますので、どちらかと言うと、ダムの安

全性を、「決壊したらどうなるんだ、決壊したらどうなるんだ」と言う話よりも、安全性をき

っちりと地域の方々にも伝えていく方が、最もベターなのかなと。不安をあおって「壊れたら、

壊れたら」と言う話よりも、そういうような対応が本当は必要なのかなと思っているところで

ありますので、機会を通じながら、特にどうしても一般的には上流部のダムに近い人方に不安

があると理解いたしておりますので、そういうような部分を通じてお話をさせていただきなが

ら、不安を解消できればと思っているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 私もそんなにダムだとか気象学には詳しくはないんですけども、想定されることはやはり私

自身も考えなければならないでしょうけども、それ以前にやはり町も想定するということは、

常に訓練しなければならないと思います。 

 緑ダムは満水利用ではなくて、そういった部分で全体の貯水量がおそらく７１０万トンくら

いでしたか。その中の満水利用ではない。ところが、堰を通して利用する所に万が一土砂崩れ

で立木が流れて、その堰の取水口が塞がれた時にはどうなるのですか。自然に満水状態に近い

状態になりますよね。じゃあそれを誰が撤去するんですか。そういうこともやはり管理の中で

は、１４年度に１市４町の中の管理条例を制定した中で謳っておりますけども、実際に最初に

行くのはどうしても当町の管理していると言うか、そういう部分では町の職員がやはり行かざ

るを得ない。でも、そこまで行く時に、今のこの時代、異常災害ですよ、気象も。爆弾台風だ

ってあります。町長がおっしゃったように１日１４０ミリって、これはあり得ます。極端な話

をすると。現に５０ミリという日もありました。そこら辺もやはり建設部当局と言うか、そう
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いう部分にもきっちりと説明してもらわないと、近隣で住んでいる住民たちは、そこはやはり

不安じゃなくて安心を求めているんですよ。不安は不安でいいんですけども、安心を担保して

くれなかったら何にもなりませんよ。そこは強い意志でやはり関係当局にもきっちりと説明願

う。あるいはどういう安全対策を講じるんだと。そういうこともやはりプランとして提示して

もらわないと困るかなと。 

 今回、補正予算の中で各種パソコンだとかデータ処理の部分で更新時期が来ている、あるい

は警報サイレン等、アタクチャから管理棟まで３基あります。その更新もする。そういうこと

で予算計上していますけども、この中身についてちょっと詳しく説明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の、緑ダムを中心とする水利管理の状況でありますが、ご案内のように緑ダムを含め

た水利施設全般につきましては、１市４町でそれぞれ管理をしているということで、これは維

持管理協議会を設置して、その中で運営を行っているという状況であります。ダムが完了して

事業が完了してから、年数がそれなりに経ってございまして、それぞれのコンピューターシス

テムの更新時期を迎えてきているというようなことで、今般それらについての補助事業での更

新を行うというものでございます。内容としては水利全体のシステムというのが１つ、これが

一番大きなわけでありますが、その他、放流警報システムについても、今般改修を行うという

ことでございます。現地にある警報の吹鳴放送設備を取り換えるということではなくて、シス

テムそのものを更新するということで、新たに増加するわけでも減らすわけでもないと。要は

システムそのものを更新するということでの内容でありますので、ご理解をいただきたいと思

います。また、放流の警報システムの関係につきましても、途中に３基あります。それは、ダ

ム下流域で実際に非常放流をした時に、水位が上がったり下がったりということで、中に入っ

ておられる方々に危険が及ぶ恐れがある時に、その警報をサイレンの吹鳴と拡声器による音声

での警告をするというシステムになっているわけでありまして、それも基準がありまして、一

定の被害が及ぶ程度の設置をしなければならない区域だとか、それに係るシステムとしていつ

の時点からそれをやるのかというようなものも、基準として定められておりますので、その基

準に基づいて設置をし、また現実的な対応を行っているということでありますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、説明がありましたけども、先ほど僕が話した中で立木がダムに入った。そして、その中

で取水口が塞がれたという事案もありましょう。あるいは人口ダムが土砂崩れで、川の本流が

ちょっと堰き止められた。その時に自然でできた洪水によったダムですけども、やはり同じよ

うに鉄砲水じゃないですけども、決壊した時には同じようなことがやはり上流区域ではありま
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すし、そういう危険性もある。方やこの事業の中で、警報はアタクチャまでの警報サイレンは

なりますけども、緑センターの防災サイレンは連動しているのかどうか。一緒には多分連動し

ていないんじゃないかなと。そういう部分で住んでいる人、緑ばかりじゃなくて札弦の地区で

もやはり同じように、どう地形的に考えても札弦流域も一抹の不安が無いとは言えないので。

やはりそういうことも照らし合わせた中で、防火サイレンあるいは先般の住民懇談会で自治会

連合会との会議の中であったんですけども、どんなサイレンの音がするんだと。実際問題聞い

たことが無いよと。アタクチャで管理されているサイレン。あるいは僕もちょっと調べたんで

すけども、水防サイレンというのがあるんですね。その水防サイレンでも緑の人たちは聞いた

ことがあるのか。これ無いと思いますよ、正直なこと言って。やっぱりそこは親切丁寧に行政

の責任としてきっちりやるべきかなと思うんですけども、それに対して町長、答弁をお願いし

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 緑の集落、緑市街地にあるサイレンについては、消防のサイレンでありますから、それとこ

の緑ダムの警報サイレンとの連動性はありません。ということでありまして、あくまでもあれ

は、先ほど申し上げましたように、緑ダムの緊急放流をする時の警報のサイレンということで

ございまして、これは先ほども申し上げました、河川法でダムの放流警報については、一定の

基準がありまして、必ずダムを設置して放流システムのあるダムについては、設置をしなけれ

ばならないという基準があります。その基準に基づく設置でありますから、他の消防だとか、

それ以外の防災のやつと一緒にするということにはならないということでありますので、単独

で設置がされているというようなものでございます。 

 また、サイレンの音云々、地域の人方もあまり知らないんじゃないかとのことでありますの

で、これをどのように周知していくのがいいのか、ちょっと私も今、こういう形でという答弁

はできませんが、内部で十分に検討させていただいて、何か公共施設、今１、２年やっており

ませんけれども、町のいろんな施設を町民の方々に見てもらうというような機会がございます

ので、そういう時なども利用しながら、サイレン、基本的に越流、放流していない時にサイレ

ンを鳴らすということは、試験と言いながら鳴らせるのかどうか、ちょっとわかりませんけれ

ども、そこら辺も十分に検討しながらどのように周知をしていったらいいのかについて、勉強

してみたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 管理的にダムの放流に対しての管理サイレンと言うのがあって、ちょっと連動できないとい

う説明なんですけども、いずれにしろ、本流から緑市街にかけての地域の安全確保、防犯体制

は当町としてやらざるを得ない。そういう部分は、確か前回の一般質問の時の答弁の中では、
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消防等の対応で災害の情報を地域住民に提供すると、そういう活動をするということで、結局

は時間との争いの中で、本署から消防署も行くのもいいでしょう。しかし、やはり基本的には

地域、地域にある分団、消防団が初動の中で最初に出向いて行かなければならない。ところが

実態として緑もそうですし、札弦もそうです。消防団員が高齢化でかなり減少しています。そ

の中で防犯だとか町民の安全を守る部分で、かなり本当に大変な部分を覆っているというのが

現実です。それについて町長は今どう捉えているのか、ちょっとお聞かせ願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のシステムの関係でありますが、基本的に先ほど申し上げましたように、ダムはあく

までもダムの部分でありますので、それに他の部分を付けていくというのはちょっと至難のこ

とかなと理解をしております。ただ、それとは別に清里町内の防災システムとして、全体に今、

消防サイレンの吹鳴がありますし、また、この屋上だとか、プラネットの方では一部放送設備

を入れながら周知はできるわけですが、これはここだけの話でありますから、ある集落ごとに

ということになっていけば、防災の警報システムと言うのか、情報伝達システムというものに

ついても今後、必要性を検討していかなければならない時期が来るのかなと思っておりますの

で、そういう中で今もご指摘をいただいたものを整備できればと思っております。今も消防自

体ではアナログからデジタルに変わるというようなことで、全体の警報の、今捉えているのは

消防としての部分でありますが、その中に音声としての、極端に言えば防災の警報システムを

入れれるものかどうか、ちょっと勉強してみたいと思っております。例え入れれるにしても、

声の聞こえる範疇は結構狭いわけでありますから、それをどのように処理していくかというよ

うな部分、当然、今の段階では消防のサイレンであれば、緑センター、札弦センター、そして

この庁舎の上の３カ所しかないわけでありますので、これらを地域全体ということになればど

ういう対応が必要になってくるのか、検討精査していかなければならないだろうと思っており

ます。また、その中で一番最初の初動の段階の消防団員の問題でありますが、本町全体として

も消防団員の定数以内での構成になっております。そうした中で一番高齢化と団員数が大きく

定数を割り込んでいるというのは、緑地域でございます。団員が６５歳定年という定年制をひ

いているのも一つあるのかなと思っておりますけども、基本的には６５歳に到達いたしますと、

定年退職されていくというようなこともありまして、緑においてはかなり減ってきております

し、また、団員の方々も農村部の方々が増えてきていると。町の中に若い人方がいなくなって

きているという一面だと思いますが、農村部の青年なり、経営者の方が増えてきているという

ことで、サイレンが鳴ってもトラクターに乗っていたら聞こえないというようなこともあるよ

うですので、そこら辺の構成についても少し苦慮をしているというのが実情であります。これ

がもう一段、仮に団員の数が減るという事態が生じるようなことになれば、第２分団、第３分

団とのやり取りだとか、いろんな部分を検討しなければならなくなってくるのかなと思ってい

るところであります。今、ぎりぎり１隊維持できるというのが緑の実情だということでありま

す。それに比べますと、今のところ札弦、清里については、それぞれの隊編成ができて、その

中で活動ができる範疇にあるということでありますが、緑だけは今申し上げました対応であり



93 

まして、今後何らかの組織が必要になってくるものと考えている次第であります。以上であり

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、緑ダムに関して冒頭の質問の中で、ハザードマップの提出依頼、これはできないと言う

答弁だったんですけども、やはりここは、何度も何度も提示いただくよう求めながら、そして

不安を解消する。そしておそらくですけども、その当時は活断層という概念がそれほど無かっ

たのかなと。この間のまちづくり大会でも提示されたように、標津活断層と言う皆さんご承知

のとおり、千島火山帯の中における大きな活断層である。こういうこともやはり、しっかり国

は認識していた中でダムを設置したのか、あるいはそうでなかったのか。そこは町長の方から

やはり確認するのが、行政のトップとしての役割かなと思います。 

 そしてもう１点、防災の部分で関係住民に対して、やはりどういう形で防災教育と言うか、

防災普及をするのか。管内でもダムを抱えているのは確か１市４町でしたか、やはりダムを抱

えている町としての、ダムがあるというんだなという町民意識の中で、何らかの形で防災訓練

とは言いませんけども、どこかではダムを認識させることも行政の中で検討してはどうかなと

思います。そういった意味で緑ダムに関しては終わらせていただきます。 

 次に、３月２日、３日の事案に関してなんですけども、町長の答弁の中で、第１種非常配備

を立ち上げたということがありました。その中で判断と言うか、この日は休日ですよね。土曜

日なので。ちょっと見てみると、指令と言うか、情報伝達の方策は平日勤務時は今言ったよう

に、本部長なりから総務課長にいって、そういう伝達で情報連絡室の立上げ。それが第１種。

休日の場合は消防の当直等からの連絡で、やはり総務課長にいっている。本当に急な天候の変

化ですね、あの時は。たまたま町長の説明にもありましたように、東京からデザイナーが来て、

確かにその日我が家にも来まして、天気は良かったんですけども、急に４時から吹雪になりま

して、本当に爆弾台風並みの本当に天気が日中良くて、こんなになるとは誰も思わなかったん

ですけども、僕も気象情報を調べましたよ。そうしたら、もう朝６時には網走気象台の方から

大雪・暴風雪警報が出ています。そして、５時に同じように暴風雪警報が発令で、この時点で

網走開発建設部は災害対策本部を立ち上げているんです。そういう指令は多分振興局あるいは

行政の方にも下りてきていると思うんですけども、完全に６時、７時２０分にはプレスリリー

スが出ていました。そして３月３日、夜中の２時に各市町村の被害情報がもうプレスリリース

で公表されていますよ。その時に我が町は何もありませんでした。斜里も停電がちょっと報告

されていました。その時に小清水町は道の駅で２００名の避難と。あと、いろんな部分でプレ

スリリースですからしっかり出ていましたよ。その時僕は思ったんですが、じゃあ我が町はど

うなんだろうと。その追跡、確認だとか災害本部の立上げが本当に庁舎内であったのかどうか。

ちょっとその辺、本当に瞬時な対応の中で、総務課長あるいは建設課長、あるいは消防当局、

そういう中の関係当局で立ち上げて、対策連絡室を立てるということで発動したとあるんです

けども、本当に立ったんでしょうかね。その辺をお願いします。 
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○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本件につきましては、先ほども申し上げましたように、災害対策本部の立上げと情報連絡室

の体制、それから、それに合わせていろんな対応が行われるわけであります。３月２日は先ほ

ども申し上げましたが、日中においてはほとんど何もありませんでしたが、警報が発令されて

いるということで、総務課の担当職員が日中は詰めております。それから時間が過ぎて、当日

は休日ですから、夕刻以降については自宅待機の態勢を取らせていただいたというのが実情で

ございます。基本的には緊急時にいつでも対応できる態勢という形の中で、そして直接ですが

私からもこういう事態だよということで総務課長に連絡を入れて、連携体制を取ってください

とという形で連絡を入れておりますので、その時点では私から直接の指示が流れて、連絡は立

ち上がっていると。その前にも、態勢云々というよりも、連携体制としては先ほど申し上げま

したように、総務課の担当職員が日中は詰めて、総合振興局だとか気象台からの連携をいただ

いている。それから夕刻からは庁舎にはいなくなりますので、消防職員と警備員の方にお願い

して、万が一の時の態勢を整えて連絡をもらうようにした。こういうような態勢で対応をさせ

ていただいたということでありますから、本部の設置ではありませんから、全職員が集まって

ここでずっと待っているという体制ではなかったということも申し上げておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 対策本部の設置ではないので、それはそれなりの対応の中で連絡室の開設って捉えているん

ですけども、やはりあの時、本当に急激で、異常気象の昨今、本当に想像を絶するような猛吹

雪でしたね。ホワイトアウトという現象で一寸先も見えない真っ白な中で、方角もわからない

現状の中で、私も仕事柄、働いている人を緊急的に、夜の５時半に危険だと言うことで、私も

先導しながら行ったんですよ。その時やはり道道も立ち往生している車、事故が３台ぐらいあ

りました。現実に。そして緊急避難的に、一時避難場所である神威集落センターの方に僕も「そ

こがあるから入ったら」という話もしました。そして帰ってきて。働いている人を送り届けて、

６時半ですけども本当にすごかったんです。トラクターでしたけども立ち止まるくらい。本当

にひどい中で戻ってきたら、まだ事故現場には立ち往生しているんですね。車が動けない。警

察の依頼をしているけども事故検分もできない。現状はそういう状況になっていたんです。そ

して、僕も仕事は酪農ですから、仕事をやっている中で、たまたま７時近くに凍てついた体で

一人の若い人が家に駆け込んできて、ちょうど家の前ではまってしまったんです。そして歩い

て来たんですね。結局はその車も救出しながら彼も札弦の事業所に送り届けたと。現実、そう

いう緊迫した状況下であったのは、間違いなく事実なんですよ。現に野川道路の中にも次の日

まで車が滞留していたという話は、事実としてあります。そこら辺をやはり、情報収集という

のはそういう末端の部分の情報も汲み取るような術を持っていただきたい。それはどういうこ

とかと言うと、やはり常に状況を現場サイドでは多分、指定管理者あるいはそれに伴う建設の
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事業所が請け持って除雪体制を取っていると思います。そこは１日の時間の中で、平時は例え

ば指定管理者である会社、時間外は建設会社と、そこはきっちりルールを作っているんですけ

ども、細部にわたっての説明が本当に行政の方からなされているのか。例えば町道である時は

人命、町民の安全救出で優先的に行けますよ。ところが、道が管理している道道の場合には、

なかなかそれは行けないという現実があります。現に、副町長もそういうことがありましたよ

ね。２月の時に同じようなことがあるんですよ。その時にどういう対応ができるか。常々やっ

ぱりシミュレーションしておかないと、本当に、有事では無いですけども、そういう災害の時

にはやっぱり机上じゃなくて、現場の中で対応できる能力を持っていただきたい。そういうと

ころで何かいい方法が町長の中であるのであれば、ちょっと聞かせていただきたいんですけど

も。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の体制の問題でありますけども、基本的に当日は午前中、それから日中の間は非常に

良い天気だったということでありましたので、まだそういう状況でないということで、本部の

設置とかそういうものはしなかったわけでありまして、しかし、常に連絡体制だけはきっちり

しておかなければならないということで、連絡室を立上げてあります。そういう中で、今ご指

摘をいただいた部分というのは結構町の中ではあったのかなと。ただ、実際問題として、町な

り消防なりにはそういう連絡が入ってきておりませんので、ちょっと把握はうちの方で、どこ

でどういう車が何台止まっていたとか、そういうことはわからないわけでありますし、また、

町がお願いをしている道路の維持管理、除雪を含めてでありますが、吹雪の最中は基本的には

出ないと。出動しないということに相成っているわけでありまして、通常の降雪時も確か１０

センチ以上になれば出るということでありますから、通常の部分でさえそうでありまして、吹

雪の最中については、入れてもすぐ埋まってしまうということもあって、除雪を組んでおりま

せん。ただ、連絡があって、どうしてもそこを抜けなければならないとか、要は防災的な観点、

または救急的な観点においては、それは出動させていただいております。当日は何も無かった

ようであります。 

 もう１点、国道・道道の対応でありますが、基本的に国道は常時開けているというのは基本

だそうであります。ただ、道道も最近は割と早く閉めてしまうということでありますが、道道

の場合も完全に止めるのは、前に民家がずっと無いと。山の中に入って行くとか、そういう場

合は完全に遮断をするみたいですが、普通の民家がある所での対応は、半分ずつしか止めない

と。要は中にいる人が出て来れなくなる、入って行けなくなると。帰ろうと思っても家へ入れ

なくなるというのがありますから、片側で置きますが、基本的にはそれが置かれた段階で、除

雪はしていませんよという表示だそうでありますが、そこら辺がどのようにこれからいくのか。

それともう一つは、道道でも町道と全部交差していますから、どこからでも行く気になれば入

れてしまう。入って中でだめになるという場合もあります。今回の災害の事例の中でも、実際

には通行止めになっていた所に入ったとか、いろんなことがあるようでありまして、そうなっ

た時に、連絡体制が取れる所にいれば、連絡をいただいて、早急に対応させていただくという
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ことでありますが、連絡が無い所をパトロールというわけにもなかなかいかないという事実も

ありますので、どういうスタイルが本当にきちっといけるのか、これは本当に難しいことなの

かなと。自治会長会議などを通じて、冬の除雪体制なんかも会議の中ではお話をさせていただ

いて、こういう形ですと言うお話はさせていただくのですが、いざ、この間みたいなことにな

りますと、実際は聞いていない方がいっぱいおりますから、中へ入っちゃって止まって、さぁ

どうしようということが起きるのかなと。一番いいのは、町の方に、消防でもどこでもいいで

すから一報を入れていただくと言うのが一番ベターなのかなと思っております。今回の例でも、

車の中にそのままいてくれたらもう少し、という場合も想定されますし、逆に中にいたら一酸

化炭素で亡くなってしまうという場合もあります。その時々の状況をやっぱり車を運転する方

も認識をしながらやっていかざるを得ないのかなというような思いをいたしております。町の

中ではそういうような対応で、待機の形であったということでありますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 道路にも国道、道道、町道と、その管理分担がありまして、国道は２４時間体制、道道は町

長がおっしゃったように本当に早いんです。通行止めもバリケード１枚。住宅がある所は全面

バリケードができないということは重々わかります。そうであるならば、せめて道道の方もな

るべく早い段階の中で除雪体制を何とかできないのか。基幹道路ですから。メインですよ、や

はり。清里から清里峠あるいは野上峠に出る道道。僕も仕事柄、牛乳の出荷があるんですけど

も、結局２時ですよ。町道は９時～１０時に開いているんですよ。本当に自分も間違って行っ

ちゃったんですけども、道道に入ってはまってしまったんです。天気がいいのに。なぜなんだ

と。私もかなり冬道は運転しているけど、それなりの装備は町長がおっしゃるように、車の中

にスコップと長靴と防寒着は必ず入っていますからいいんですけども。何か、道道の管理者の

方でもう少し迅速な対応ができないのか。もっと違う方策は無いのか。やっぱりその辺、町長

の方からも検討していただく旨を投げかけていただきたい。 

 もう１つ、町民向けに対しての防災情報の提供。近隣の中でも実施している市町村もありま

す。やはりそこら辺の取り組みも町としてどう考えるのか。やはりここはちょっと考えてもい

いのかなと。冒頭の１番目の質問でありましたけども、ダムに関してもそういう部分での防災

のメールだとか、そういうものが可能であれば、やっぱり検討する段階にきているのかなと。

あるいはホームページ上で、例えばハザードマップで吹き溜まりの箇所は町民皆さんわかって

いますよ。そういうものを、防災のしおりの中で改訂するのであれば、ちょっと考慮して検討

するなど、これぐらいのソフト事業は何とかなると思うので、その２点。 

 それともう１点、やはりダムも抱えている、気象状況も把握したいのですが、清里はアメダ

ス情報地点じゃないんですよね。調べたら２町しかないらしいんですね。これを何とか、ダム

も抱えているのに、管理棟のある小清水にデータはいっているけど、我が町にはデータが無い。

確かに農家で使う小さいマメダスのデータはあるんですけども、アメダスデータは当町は無い

んです。そこら辺、もう一度強く言っていただかないと、いろんな部分のデータを見ていても
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無いんですよ。その２点だけ、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） 

 ただ今のご質問でございますが、道道の関係ですが、確かにこの間の除雪は随分時間がかか

ったなと私も感じております。と言うのは、清里町の除雪は、翌日の午前中に全部開きました。

ところが、翌々日でもまだ１２線の所は一部閉鎖されておりましたから、随分かかっているん

だなと。そして今、旧土現ですが、総合振興局になって施設管理課と言う所になるのですが、

昔は土現が職員を抱えてやっていたという部分がありますが、最近はずっと業務委託をされて

おりますので、委託される台数ですか、そういうのも業者の中では大変苦労しているみたいで

あります。と言うのは、公共事業がどんどん減ったものですから、そういう機械類が随分少な

くなっているということで、機動力がやっぱり減っているんだなと、そういう一因も今回の部

分ではあったのかなと思っております。ただ、町道の方は、おかげ様で指定管理とその中で運

行いただいているそれぞれの除雪の業界の方で、しっかりと体制ができておりますので、いち

早く清里は町道全般については除雪がされているという状況下にあります。これらの関係、現

実対応が必要と思いますので、改めて施設管理課の方にもそういう実情をお話しながら、体制

の充実について、要請をしていきたいと思っております。 

 また、防災の情報への取り組みの関係でありますが、今ご指摘がありました、防災メールと

言うのがありまして、一斉送信ができるという方法だそうであります。今般も湧別町が始めま

した。昨年から斜里町が始めていますが、これについては、勉強させてもらいたいと思ってお

ります。一斉にどういう情報がやれるのか、中身はちょっとわかりませんけれども、勉強させ

ていただき、今回のような事態もうまく情報伝達の機能として果たしていけるのであれば、そ

ういうものも考えていかなければならないだろうと思っております。 

 それからもう１つありました、気象庁の観測地点の話です。通常はアメダスと言う全国ネッ

トワークが気象庁の中にあります。公に示されるデータは全部アメダスの情報になりますので、

清里町はテレビを見ると気象情報の時にわかるかと思いますが、予測の方は出るのですが、情

報の部分としては清里の地点はありません。近場では小清水町、斜里町と。この情報ネットが

無いのが、管内では訓子府と清里だけであります。これは、活性化期成会の方でも何とかしな

ければならないということで、今までも何回も気象庁の方に要請をしているのですが、アメダ

スを中心とするメッシュ予測という形で、全部気象庁がやっているものですから、データがそ

れだけあれば十分に間に合うんですと言うことで、聞き入れてくれていないのが実情でありま

す。今まで何年にもわたって要請をしておりますし、今も要請をいたしております。特に近年

は、ご指摘のように局地的にドッと降るということがありますので、小清水町や斜里町が全然

何ともないのに、清里だけドッと降ることもあります、突風もありますと、要請をさせていた

だいておりますが、未だ実現していないというのが実情であります。引き続き、要請を続けて

いきたいと思っております。ただ、町としては、マメダスが町内に６カ所あります。これは気

象協会の検定付きの機具を付けておりますから、一定の精度はきっちり出ているものと理解を

いたしております。これは公開できますので、いつでも見れるような形で情報を提供していき
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たいと思っているところでございます。 

 以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 気象庁に対するデータの観測地点の要望は、長年にわたって要望を出している中で、なかな

か認めていただけないと言う事実はわかります。ですが、ダムを前面に押し出しながらやって

いくのも一つの方策かなと。北見市であれば富里ダムがありまして、あそこにも北見市内だけ

でも多分２カ所のポイントを持っていると思います。そういうことも考えるのであれば、やは

り話の論点はちょっと違うかもしれませんけども、そういう形で持っていくなり、いろんな術

と言うか、プランを練った中で、あの手この手で何としてでもやはり情報は欲しいんですよ。

メッシュの情報も確かに必要ですけども、テレビを見ながら情報データを見た時に、清里なの

に小清水のデータなのかと言う人も中にはいますから、その部分は何度も何度も話を持ってい

くと言うのがいいんじゃないでしょうか。 

 ２点の質問が終わりまして、時間もあまり無いんですけども、３番目の防災用品の備蓄箇所

のデータを今、提示いただきました。そんな中、我が町も補正でかなり備蓄に関しては力を入

れて、先般新聞にも出ていましたけども、それなりの充足率かなと思いますし、中には業者と

の業務提携で食料あるいは水の災害提携をしている。あるいは建設機械ですか、そういう部分

でも大きな発電機等々の連携もしていると言う話も聞きます。当町における食料の部分で、企

業との防災連携というのは、現時点では結んでいるのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の防災備品の関係でありますが、特にその中でも食料関係であります。先ほども答弁

申し上げましたように、それぞれセンターに必要と思われる部分で保管をさせていただいてい

るのが実態であります。また、各種団体との防災協定の関係に基づく食料との関係であります

が、直接、食の部分については結んでいる所はございません。ただ、飲料の関係は、北海道コ

カコーラボトリングとの間で契約を締結させていただいております。札弦パパスランドとキャ

ンプ場、パークゴルフ場、プラネットの４カ所については、コカコーラの機械が入っておりま

すので、それに基づく災害対応型ということで契約を締結させていただいております。万が一、

緊急事態の時には、その中に入っている分だけですけども、こちらの指示で取り出すことがで

きるシステムでの対応になってございます。それ以外は今のところ締結はされておりません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 持ち時間が過ぎておりますので、最後の質問にしていただきたいと思います。 

 前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

 最後の質問ということなので、やはり食料の提携もできるのであれば検討すると言う方向で

進んでいただきたいのと、防災備品の設置箇所も、どの避難所にどれくらいあるんだと。今は

聞きませんけども、やはり提示をするというのも一つの方法かなと。発電機がここにあります

よと。各センターにあるのはわかりますけども、そういう提示の仕方も工夫していただきたい。

あるいは発電機も屋内で使うとなると、排気ガスの関係もあります。町内でも老健施設等でも

ありますけども、ガスの発電機等も検討の中に入れる。そしてやはり避難時に一番困る、簡易

トイレのことも重要性が高いかなと。電気が止まればトイレが使えないという実態もあります

し。もう１点、そういう部分で行政ができる防災はここまでだろうけども、やはり町民個々が

できる防災の啓蒙活動は、備えあれば憂いなしじゃないですけども、事あるごとにいろんな場

面で啓蒙活動、あるいは予防活動をしていただきながら、笑顔であふれるそのお年寄り、いろ

んな人に優しいまちづくりのために傾注して、今まで以上に取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 以上で、私の質問を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問をいただきましたそれぞれの項目、非常に重要な項目であります。町内のそれ

ぞれの販売店との連携の中で、飲食関係についても今後どういう対応ができるか、検討をさせ

ていただきたいと思っておりますし、一番重要なのは、防災そのものをしっかりと住民の皆さ

んにも常に関心を持ってもらい、また、行政としても啓蒙なり、予防活動に力を入れていかな

ければならないと思っております。特に防災用品の一覧表など、会議の中ではこういう物をこ

れだけ町では保有していますと言うのはやっておりますが、改めて広報などで、どこにどうい

う物があるというようなことを周知しながら、進めていきたいと思っております。また、ガス

については、ガスの関係で北海道ＬＰガスとの提携は行われておりますので、基本的にはそう

いう中で対応が一定程度できるのかなと思っているところであります。あと、一番大変なのは、

今回の３．１１の災害の時も一番苦労したのがトイレだそうであります。トイレについては水

が来なくなる、電気が来なくなると、完全に止まりますから、そうした時に本当に苦労された

ようでありますので、簡易式トイレだとかを十分に検討していきながら、ある程度の数量は用

意をし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。 

 いずれにしても、防災情報をしっかりと、町としても町民の皆さんに伝達ができるような方

法を、より具体的に考えていきたいと思っております。安心安全のまちづくりのために一層頑

張ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 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、１時まで休憩といたします。 
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                              休憩  午前１１時３２分 

                              再開  午後 １時００分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 通告に従い、質問させていただきます。 

 最終処分場の延命対策と、札弦クリーンセンターについて質問したいと思います。 

 先日、町長の町政執行方針の発表があり、基本方針を柱に重点項目５項目の公約、主要施策

の説明を力強く聞かせていただいたところでありますが、町長も早いもので就任後、我々と同

じでありますが、折り返しの２年目が過ぎようとしております。本町においては、さまざまな

直面する課題が山積みとなっているわけでありますが、経済の影響もあるのか、人口の他への

流出が思いのほか早く進んでいるところであります。町のリーダーシップの発揮、手腕が試さ

れるところではないかと思います。執行方針にありましたが、循環型社会の実現とごみの減量

化、リサイクルの推進、分別の重要性も叫ばれ、清掃センターも３０年を経過し、設備の長寿

命化に取り組む計画もされているわけですが、近年、急速な生活水準の向上と生活様式の多様

化、日常生活から排出される廃棄物の量も増加の傾向にあると思われます。町では最終処分場

の１期工事の平成７年より使用していた埋立地が埋め尽くされ、現在、２期工事の埋立てが平

成２２年より開始され、平成３８年までの１７年間の計画で処理場を使用していくわけであり

ますが、そこで、最終処分場の延命対策として、現在までの埋立量と、将来平成３８年までも

つのか。少しでもごみの減量化を図り、長寿命化に向けての努力対策を講じられているのか。

平成３８年度以降の水処理を含めた用地設置の計画はどうするのか、お伺いいたします。 

 次に、札弦クリーンセンターの事業の現状と、今後の存続の意義の可能性についてお伺いし

ます。国内で最初に手掛けられた工法で完成して、現在稼働している札弦クリーンセンターで

ありますが、町内２カ所の下水処理場の脱水汚泥を利用し、発酵処理をし、肥料化を行ってい

るわけでありますが、同施設を数回視察いたしましたが、１０年以上経過し、管理者の苦労と

生産効率を考える時、大変さが伺えるわけであります。昨年１２月の建設課の説明によります

と、建設会社の指導メンテナンスの回数が少なくなるとのことで、いよいよ大変ではないかと

思われます。国の補助事業を受けた現実はありますが。そこで現状の施設の稼働状況と、今ま

での肥料の生産等について、お聞かせ願いたいと思います。 

 日頃、町長の持論とも思われる、同施設の費用対効果を考えると、他の目的への変更などは

考えられないのか、お諮りしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今いただきましたご質問に、お答えを申し上げたいと思います。最終処分場の延命対策
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並びに札弦クリーンセンターについてであります。 

 １点目の、最終処分場の現状と今後の延命対策についてであります。現在、青葉町有林内に

設置されております最終処分場につきましては、平成５年～６年の２カ年事業で第１期工事を

行いました。ご案内のように、平成７年～２１年までそれらの施設を使用させていただきまし

たが、埋立てが完了したということで、平成２０～２１年の２カ年にわたって工事を実施させ

ていただき、第２期の最終処分場として現在使用しているところでございます。今現在使って

いる面積につきましては、３,６３０平方メートル、埋立て容量としては１２,０４０立方メート

ルとなってございます。２期の最終処分場につきましては、ごみの収集実績と将来人口の予測

等によりまして、１７年間を埋立期間として、最終を平成３８年までで設置いたしたものであ

りまして、今年で使用開始から３年が経過いたしました。計画の埋立てについては、ほぼ当初

の計画どおりに現在推移しているところでございまして、少しでも延命化に向けた努力をと思

っております。 

 全体のごみの排出量でありますが、平成１７年にごみを有料化いたしましたので、有料化し

てからは、従前よりは少し落ちたわけでありますが、ここへ来てまた少しずつ増えつつあると。

特に可燃ごみ、燃えないごみの２つが、若干増えつつあるというような状況になっているわけ

であります。こんな状況を踏まえながら、改めてごみの減量化と資源の分別の意義を再確認し

ながら、原点に戻った取り組みを町を挙げて、また、町民皆さんにお願いしながら、最終処分

場の延命化に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。また、３８年が計画の

最終年の予定でおりますが、現在の第２期の所から同じ場所で新たにということは、かなり難

しいのかなと思っておりまして、場所などを含めて、規模の問題も含めながら、今後適地をど

こにするか、慎重に対応していかなければならないだろうと考えているところでございます。 

 次に、ご質問の２点目であります、札弦クリーンセンターにおける、施設の現況と費用対効

果による他の利用目的の考え方であります。この施設につきましては、農業集落排水事業から

永続的に発生する汚泥を迅速かつ安定的に処理をするということで、廃棄物資源の再生と還元

利用することを目的として、国の補助事業により設置をさせていただきました。平成１４年度

に整備を行い、平成１５年度から今日を迎えているところでございます。ご案内のように、こ

の施設は日本で初めての方式とのふれ込みは良かったわけでありますが、実際に運営してみま

すと、当初から発行不良や返送比不良を原因といたしまして、設計値どおりの運転ができず、

そしてまた、コンポスト肥料の製造にも当初予定した数量を大幅に下回るということで、実際

には設計どおりには動いていないのが実態でございます。そうしたことから、プラントを設置

いただきましたメーカーの技術的支援、人的支援などを受けながら、さまざまな改善策を講じ

てきたところでございます。このそれぞれの措置も、施設が１０年を経過することから、改め

て平成２３年度より今年度にかけまして、議会の常任委員会の中でいろいろと協議をさせてい

ただきまして、当面する方向性を定めさせていただいたところであります。ご質問にありまし

たように、費用対効果と効率的な運営の観点から、処理汚泥量のコントロールと直接的な農地

還元の併用、さらには冬期間の稼働の中止を基本としながら、必要最低限の施設修理とメンテ

ナンスによる機器機能の延命化、プラントメーカーからの継続的な技術提供をいただきながら、

今しばらく運営を行ってまいりたいと考えている次第でございます。 

 なお、ごみなどの減量化や他の目的利用への転用の関係でありますが、先ほど申し上げまし

たが、本施設は農業集落排水事業の処理施設として補助金をいただいておりますし、また、起
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債の借入をいたしております。そういう中で整備をしたところでありまして、一般的にはそれ

らの補助の期限、また起債の期限など、これらを十分に考慮しなければ、補助金の繰上げ、ま

たは起債の繰上げという事態になることもありますので、慎重に対応してまいりたいと考えて

いる次第でございます。 

 以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 最終処分場も大体、埋立量は計画どおりであると言いますが、分別の方法に問題もあるのか

と思いますが、そこら辺の責任の度合いと言うか、町民に周知の徹底が足りないのか、粗大ご

みをいかに少なくするか、方法が周知できるものであれば、どのようなことが考えられるのか、

お願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ごみの減量化の話でございますが、広報の２月号の中でも周知をさせていただいているとこ

ろでございまして、その中の資料によりますと、燃やせるごみの中に資源ごみが約１５％混在

していると。それから、燃やせないごみの中に資源ごみが約２７％混在しているというデータ

がございます。そうしたことから、燃やせないごみ、燃やせるごみの中の資源ごみをもう少し

徹底することによって、かなりの量の減量化が図られるのではないかと思っておりますし、ま

た、ここに記載はありませんけれども、燃やせるごみの中に資源化できる、要は堆肥化できる

生ごみが４割強含まれているということでもございますので、これらの生ごみをコンポストな

りで処理が順調であれば、これらにおいてもかなりの部分が減量化につながっていくのかなと 

思っております。また、粗大ごみの関係でありますが、粗大ごみにつきましても、最終処分場

で粗大ごみは通常処分をするという形ですが、現在、焼却施設の横に持っております破砕機が、

間口が１メートルちょいぐらいのものでありますので、それ以上の粗大ごみが来た場合には破

砕できないので、そのまま最終処分場で処理をしたという経過がございます。これをもう少し

強力と言いますか、間口が大きな粗大ごみの破砕機を導入することによって、ここら辺につい

ても、もう一度区分けと処分の方法が出てくるのではないかと考えておりますので、施設側と

してはそういう対応も含め、そして、一般の町民の皆さんには、出していただくごみの分別、

先ほど申し上げました生ごみだとか、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみの分別の協力

をお願いしながら進めて、少しでも延命化につなげていければという考え方でございます。今

回の２月の広報でも、そういう趣旨を含めながら広報させていただいておりますし、また、機

会をいただいて、何度もそういう形を取っていきたいと思っております。さらには、いろんな

会合の中ででもそういうことで、ご協力を要請してまいりたいと考えております。 

 以上、申し上げて答弁といたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 処分場に燃やせるごみが４０％もあると言うことは、運搬だとか投入の方法に問題があるの

か、受入側が判断して燃やせるごみに回せばいい話で、そこら辺は現状どうなっているのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ごみの分別の関係でありますが、基本的にはごみの集積場にそれぞれのご家庭からごみを出

されるということで、その時に一番いいのはきちっと分別をされて出されるのが一番いいわけ

でありますが、どうしてもそういう中で混在してくる物があるので、ごみの処分場の職員が手

作業で、収集したごみをさらに燃やせるごみと燃やせないごみ、資源ごみに分けているという

のが実情でございます。そのような中で混在量をなるべく減らしながら進めているのが実態で

ありますので、施設側も一生懸命やっているのですが、どうしても出される前段が大量のごみ

になりますので、全部をやり切れないという部分もありますので、利用者側と施設側で努力を

しながら進めていかなければならないと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 そういう苦労は広報でも出されていましたが、徹底していけば埋立量も少なくて済むと思う。

破砕機の導入は間口が狭いということで、更新とか大きな物も粉砕できるようにという、将来

のことは考えておられるのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の粗大ごみの処分の関係でありますが、粗大ごみはそれこそ大きな物が来ますので、

どうしても破砕機で破砕してごみの量を減らしたり、破砕することによって燃えないごみ、燃

えるごみの分類がさらにできると。鉄くずとかそういう物にもできますので、破砕の能力を上

げていきたいと考えております。今のままでは間口が小さいものですから、極端に言えば畳も

だめなんですよ。今はやれないんです。畳も今の畳はいろんな物が入っていますから、そう簡

単に燃えるごみとは単純にはいかないのですが、従来のような畳であれば、破砕すれば全てが

燃えるごみで扱えて、燃えた灰だけを埋めればいいということになりますが、そういうような
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ことも今まではできなかった部分があります。最近特に粗大ごみも大きさを増してきています

し、いろんな物が混ざってきていますので、先ほど申し上げました破砕機をワンランクアップ

したものを導入していきたいと、今後の計画の中で考えていきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 センターの５カ年計画をこれから立てるということで、その中で取り組んでいくと思うので

すが、早急にやる課題ではないかと思います。それから、今の用地で水処理をしてやっている

わけですけども、また別に水処理の用地を選定するとなると、水処理の設備だけで数億円かか

るということですので、今ある近くで、多少山を削ってでもやるとか、そういう方法は計画で

きないものなのか、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 粗大ごみの関係については、ワンランク大きな破砕機を導入しながら、全体のごみの量を減

らす努力をしていきたいと思っております。また、最終処分場の平成３８年以降の考え方であ

りますが、今ご指摘をいただきましたように、水処理施設というのは本当にお金がかかる施設

でありまして、第１期のものを増築をしながら、第２期も使えるように併設された施設として

今、利用しているところでありまして、あれを全く別な所へ持って行くと使えなくなるという

ことでありますから、できれば、それをうまく修繕をしながらつなぎ、第３期があの近間でう

まく取れればとは思っておりますが、かなり上の方まで南側に建てましたので、次のが単純に

いくかどうか、地形的な部分も含めて、ある程度地形的な中で全体の事業費がそんなに過度に

ならなくて、費用対効果でうまく回るというようであれば、今の所に増設した方が単純にいけ

ば非常に効率的なのかなと感じております。そういう全体の部分も含めながら、今後委員会と

も十分に協議を重ねてまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 あと１４年と言いますが、長いようですが短いので、今から用意周到で準備していただきた

いと思います。それから、破砕機の関係ですけども、建物の中で破砕しているのか。もし拡大

できれば、将来的に農家や家庭から出る枝だとか木材だとか、そういう物も処理できるような

大型の物を加工してもらって、燃やせるものは燃やして、チップ状態になって牛だとかの寝藁

に使える、敷藁に使えるような多目的な方法も考えられないのかなと、将来的に思うわけです

けども。酪農家もそういう施設ができれば、敷藁に使うようになるのではないかと思いますの
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で、その辺も考慮して、新規の大型な物にするのであればその辺も考慮していただきたいなと

思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それぞれの処理施設については、今、町の場合は中間施設として燃焼、燃やせる施設を持っ

ておりまして、それらの最終処分場ということで青葉に持っているということであります。ど

ちらも延命化をかけていかなければならないと考えているところでありまして、焼却施設の方

についても、ご案内のように長寿命化計画の中で、今年からまた整備をしながら持っていきた

いと思っております。現在の破砕機については、建物の中に、燃焼室の横にありますので、全

体の改修などでどこにもっていくのが良いのか、それらも含めて。大きくなりますから、今の

所ではまり切るかどうかという部分も含めて、これから十分に検討していきたいと思います。

あくまでも、町が取り扱っているごみの関係については、一般廃棄物でなければならないので、

事業系だとか産業系のごみについてはまた違う扱いになりますので、これらの関係は慎重に調

べながら、可能であればそういう部分も頭に入れながら検討を加えていきたい。基本は一般廃

棄物でなければならないということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 前向きに検討されて、国の規制緩和とかそういうものをうまく利用して、一歩進んだ対策を

取ってもらえればと思います。 

 次に、クリーンセンターの関係ですけど、１０年が経過して、実際にコンポストの堆肥の数

がわかれば、年間どのくらい出て、処理している量と発酵して出るコンポストの量とか、わか

れば教えてもらいたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 クリーンセンターで製造された処理量、コンポストの生産量を申し上げたいと思いますが、

平成２１年度で２．６２トン、平成２２年度で２．４トン、そしてその時に処理された汚泥の

量でありますが、処理汚泥量としては平成２１年度で１４５．４５トン、平成２２年度で１４

０．４３トンとなっておりまして、２３年は実際にコンポストとしての製造はしないで、水分

調整剤としてもう１回元に戻していくというやり方にいたしましたので、これ以降については

コンポストの製造そのものはありませんし、町民への還元も行われていないのが実情でござい

ます。そんなような処理の内容ということで、ご案内のように一昨年からは放射性セシウムの
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関係で、今まで副材として使っていた水分調整剤が使うことができなくなったのと、全体の機

械能力の関係から、２３年からこのような扱いをさせていただいているということであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 町長にとっても大変残念な方向性だと思うんですけど、この補助事業の起債の返済と繰上償

還ができる状態になるまでには、どのくらいの年数がかかるのか、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的に起債事業の中では４５年間の制約がかかることになってございます。ただ、償還し

ていきますから、どんどん償還額は当然減っていきます。ただ、補助事業の場合には補助の方

からの関係でございますが、補助目的が変わると言うことになっていきますので、そうなった

時にどこまで許容していただけるか。場合によっては、全く違う用途になれば補助金を全額返

還しなければならないと。減債されないと言うことがありますので。それと、起債についても

ある一面、同じようなこともありますから、そこは慎重にしていかなければならないと考えて

いる次第でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 今まで説明を受けて、認識不足ですけども、どのくらいの費用がかかって、補助がどのくら

いの金額で建設されたのか、わかれば教えてもらいたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 当時、建設した時の事業の関係でありますが、全体の直接事業としては５億２００万円。そ

れに対する国庫補助金事業としての補助金が２億５,１００万円。そして起債が２億２,５００万

円という内容になってございまして、残り約２,５００万円が一般財源という事業で展開がされ

たところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 まだ完了するまで３０数年かかると言うことで、現在、直接費用は電気代と管理費用がどれ

ぐらいかかっているのか。ものすごい荷物だし、セシウムの関係で堆肥化できないということ

であれば、本来のクリーンセンターの意味をなしていないような気がするのですが。ただ繰り

返し回すということであれば、機能もしていないし、大変なことでないかなと思うのですが、

何か方策は考えておられるのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 札弦クリーンセンターの管理運営の費用でありますが、年によってそれぞれ若干ずれがござ

いますが、基本的には２００万～３００万ちょいくらいで、１年間の経費として運営がされて

いるのが実情でございます。これは、クリーンセンターの部分だけで、処理場はまた別に札弦

の処理施設、清里の処理施設がありますので別ですが、クリーンセンターとしてはそういう状

況になってございます。また、施設の利用の関係でありますが、当初の予定では全量がコンポ

スト化されて、それなりの数量が町民に還元できるというようなことで始めたわけであります

が、現状としては先ほど申し上げました内容で、なかなか思うようにいかないと。そしてここ

に至って、例の放射性セシウムの関係で副材料そのものも投入することができなくなったと。

今はあの施設で出来上がったコンポストをまた副材料として使っていくという形になっている

わけでありまして、当面はこのような対応で行かざるを得ないのかなと思っておりますし、ま

た、札弦のセンターと清里のセンターの汚泥そのものの肥料の免許をいただいておりますから、

そのものでも還元する気になれば還元ができると。ただ、水分がなかり入っていますから、扱

いとしてはそれぞれいろいろと対応が必要かと思っていますが、肥料としての認可を両施設と

もいただいておりますから、さらにコンポスト化すれば尚扱いやすくなるということもありま

すが、そのものでも一応使用ができるし、畑地還元することは何ら支障はないです。ただ、先

ほど言いましたように、水分がかなりありますから、扱いは普通の扱いではちょっとできない

ので、それらも含めて今後は考えていかなければならないと思っているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 こんなことは言えないですけど、施設ができる前は農家に還元して、藁だとか堆肥だとかと

混ぜて還元していたわけですから、それをセンターができたのでそっちの方に取り込んで肥料

化したいと言うことでしたが、この事業費は最終的に２,５００万ということで安く済んでいる

けど、もし繰上償還なり、国の何て言うんですか、こういう目的でうまくいかなかった施設と

して認定してもらって、支払いが可能なのか、それをちょっと研究してもらえればと。これは
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町長のものすごい荷物で、頭の痛い問題ではないかなと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 施設そのものは１０年の年数が経ってきておりますし、またこれを今、「実はこういう状況

でしたので使用に耐えないんです」と言う話もなかなか難しい話だと思っております。そのよ

うなことで、実際は今ある施設をこれ以上費用をかけないで、何とか今の現状の中で持ちこた

えていくより仕方ないんだろうと、実は理解をいたしております。当初の設計数値どおりに本

当はいけば良かったのですが、それも今となってはまた１０年前に戻るわけにもいきませんの

で、そういうような形の中で現状を追認しながら、経費があまりかからない方式での処理の仕

方を当面、模索しながらやらざるを得ないだろうと、理解しているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 これ以上は、急に結論は出ないと思うので。だんだん老朽化してメンテも無くなるというこ

とで、大変なことになると思います。最後にはもう動かなくなったと希望がちょっと無い感じ

なので、その辺よく検討してやっていただきたいと思います。家庭からの排出物だとか、ずっ

と付きまとうことですので、施設の延命化を少しでも図るように、町民に周知していただきた

いと思います。 

 町長に一言言いたいと思いますが、町の職員は有能な人ばかりで、町の財産でもありますし、

町長はよく費用対効果と言っていますが、職員みんなが町長のブレーンだと思いますので、そ

の辺を考えて、費用対効果ばかりを重視しないで、町の発展のために繋がることであればぜひ

決断を柔軟にして、進めていっていただきたいと思います。これで終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町の焼却施設、最終処分場等につきましても、少しでも延命化を図っていける方向に向けて、

町自体でも努力をしてまいりますし、また、施設管理をお願いしている企業者に対しても、管

理の徹底をお願いしてまいりたいと思っております。また併せて、町民の皆さんには分別収集

に一層のご努力をいただくように、いろんな機会を通じながら良好な環境づくりと合わせて進

めていきたいと思っております。 

 また、札弦の下水処理のクリーンセンターの関係についても、ご指摘のとおりで、本当にコ

ンポストの生産が思うようにできていないと。本当に申し訳ないと思っておりますが、これ以

上の経費をさらに投入しても、なかなか難しいという状況にもありますので、なるべく経費を
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かけない中で、いろんな面を検討しながら今後の対応を考えていきたいと考えております。 

 また、これらのいろんな施策、政策を実行する上において、職員はプロでありますから、職

員のいろんな発想や考え方を取り入れながら、いろんな面で柔軟に対応していきたいと考えて

いるところでもあります。今後とも、本当に町民の皆さんが「住んでいて良かった」と思われ

るような、そういうまちづくりに一生懸命取り組んでいく所存でありますので、ご理解を賜り

たいと思います。 

 以上で終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、澤田伸幸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、２点について質問をいたします。 

 まず１点目は、観光振興対策についてであります。男鹿の滝・江鳶山等の未整備の施設につ

いて。２点目は、緑ヶ丘公園の整備について、埋立てを行った池の活用はということで、今後

どのような整備をなされるのか、伺いたいと思います。 

 まず１点目の、男鹿の滝・江鳶山からの観光スカイラインコースがございます。秀峰斜里岳、

阿寒国立公園の神秘の湖・裏摩周、神の子池、さくらの滝、緑ダム、オートキャンプ場、江南

パークゴルフ場、道の駅パパスランドなど、たくさん観光の景観を見ることができます。特に

男鹿の滝は不思議な滝でございまして、滝の上には川が無いのでございます。奥本流、林道か

ら約４００メートルございまして、道も狭く木の枝がぶら下がり、滝まで行くのに大変だと伺

っております。この道を整備することが急務と考えます。また、江鳶山からの観光スカイライ

ンコースも現在では小石が転がり、車が通ることも困難な状況であると伺っておりますので、

再整備する考えはないのか伺いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問をいただきました、観光振興対策並びに緑ヶ丘公園の整備について、お答えい

たしたいと思います。 

 まず１点目の、観光振興対策の、男鹿の滝・江鳶山などの未整備の施設の整備についてでご

ざいます。町内には主な観光施設・資源といたしまして、神の子池、さくらの滝、緑ダム、斜

里岳、裏摩周展望台、宇宙展望台、コスモスロード、さらには農村景観１００選のその中でも

特に優れた２０選に選定された清里町全体の田園景観等がございます。そうしたことから、多

くの観光客や町民の皆さんに利用、鑑賞をいただいているところでもございます。ご案内のよ

うに、男鹿の滝及び江鳶山につきましては、国有林内に所属するということでありまして、そ

れぞれ風景林として、網走南部森林管理署が管理を行っております。また、そこに至る道路等

につきましても、国有林の林道として管理されているところでございまして、これら以外の国
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有林内にあるそれぞれの観光資源につきましても、従前より周辺の環境整備や林道等の通路の

確保や維持管理につきましては、南部森林管理署において整備を行っていただいているのが実

情でございます。ご案内のように、男鹿の滝につきましては、林道からさらに約４００メート

ルぐらい奥の方に滝まで続いているわけでありまして、現在も以前からもそうですが、踏付け

道路という形で通っているのが実態でございます。きちっと整備をすればということもありま

すが、現状といたしましては先ほど申し上げました、管理下にございますので、町がそこを直

接的に整備云々ということにはならないわけであります。また併せて、名前としては非常に有

名ですし、ご案内いただきましたように、滝の上に川が無いという本当に特異的な滝でもござ

います。そんなことで愛好家の方が時々訪れているようでありますが、どちらかと言うと知る

人ぞ知るというような施設かなと思っているところでございます。こうしたことから、あまり

観光地として俗化しないような形での維持・保全に努めていくと。そういう資源としてこれか

らも大切に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して、森林管理署と

も十分に安全確保の観点からどのようにやっていけるか、森林管理署とも協議を重ねていきた

いと思っております。 

 また、江鳶山の関係でありますが、これにつきましても現在は造林事業としてあまりあの場

所は使われていないこともあるようでありますし、また、町有林と隣接の所にシカ柵が設置さ

れておりまして、いちいち車を降りて開けて閉めてというようなことで、出入りが不便なこと

ともありまして、あまり多くの方が訪れていないようでありますが、これらについても今、林

道としての活用がないこともありまして、路面も確かに傷んでおりますし、法面から木が道路

上まできているという状況もありまして、森林管理署にはそういう支障になる部分についての

除去等はお願いをいたしておりますが、最低限の維持管理しかされていないのが実態でござい

ます。このようなこともありまして、あまり人の手を加えていかないで、自然のままで次の世

代へ財産として残すことを考えながら、最小限の整備として処理できればと考えているところ

でございます。 

 次に 2 点目の、緑ヶ丘公園の整備の関係でありますが、埋立てが終わったわけでありまして、

ウエンベツ川の改修の残土を流用させていただいているということで、埋立てが２４年度で完

了いたしました。２５年度中に埋立てた所を周辺と擦り付けをしていかなければならないとい

うことで、それらの整備をまず進めていきたいと。これが２５年度に終わりますと、２６年度

以降は地盤沈下、残土なものですから下がっていく恐れもありますので、その辺の状況を見な

がら緑化をしていきたいという考え方でございまして、そこら辺についても、開発などとも十

分に相談をしていきたいと思っておりますし、元々あの池の所に沸いていた水等もありますの

で、それらの処理がまだ残っておりますので、それらについては、旧土木現業所とも流桝があ

るようでありますから、そこへの流し込み等を含めながら、整備を検討していければと考えて

いる次第でもございます。 

 以上、申し上げ答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 
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 今、町長の答弁を聞いたわけでありますけども、実は町政執行方針の中に、特に神の子池周

辺の保全整備を謳っておられました。特に今は斜里岳の登山道、清岳荘までの舗装整備及びさ

くらの滝の整備ということで謳っておりますが、これは早急に、私は一度、さくらの滝までの

砂利道５００メートルぐらいあるわけでありますが、これについても一度質問させていただい

ているわけでありますが、やはり観光地という、人が出入りする場でありますから、そういう

所から整備をやっていただかなければいけない。「検討する」と言うことでお答えをいただい

ていたわけでありますが、その後どうなったのかわかりませんけれども、早急に計画をされて

やっていただきたいなと、このように思います。 

 また、斜里岳につきましては、これは観光協会に業務委託でやっていただいていると思いま

すから、斜里岳については登山者数も年々増えているか減っているか、ちょっと把握はしてい

ませんけども、年間の数、さらには裏摩周につきましても、年間の入場者数がわかれば教えて

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） 

 それぞれにおける観光施設の整備等の関係と、入込みの関係でございます。神の子池につき

ましては、執行方針の中でも記載をさせていただいております。希少動植物の環境調査を入れ

ていきたい。これの前提となりますのは、神の子池周辺が人の入込みが多いものですから、池

周辺が草地が無くなって裸地化しておりますので、雨が降ると濁りが池の中に入るという状況

に至ってしまったということで、今後整備するにあたっても、どういう手法で環境に大きな負

荷をかけないでやることができるか。そのための調査をまず入れて、その後整備の仕方を検討

したいと思っております。また、斜里岳の登山道の関係につきましては、新道の方です。どち

らかと言うと、下ってくる時に使われている熊見峠からの下りになりますが、随分と下二又ま

での間が掘れまして、本当に危険な状況になりつつあると。それで斜里岳の管理をお願いして

いる観光協会、ガイド協会、登山の協会などもいろいろ整備をいただいておりますが、人力で

やるにはほぼ限度に近付きつつあるのが実態でございまして、北海道の方にも道立自然公園で

ありますから要請をしているところでありますが、北海道の方もお金が無いの一点張りであり

ますので、町として最低限の手法を考えながら、そしてまた、いろんな状況の中で北海道から

も力を借りながら、安全管理をまず重点的に考えながら進めていきたいと。また、登山道では

なく、道道の関係でありますが、実際に龍神神社の上と山小屋までの間につきましては、道道

に昇格いただきました。既に一部は舗装等も入ってきておりますが、ちょうど国有林の中なも

のですから、まずは国有林の用地の移管をしなければならないということで、一昨年までは測

量を中心に進めておりました。一部そろばんになったりする所を具レーダーをかけていただい

たりしながら、とりあえず応急的な措置をしてきたところでありますが、予定では今年一部、

排水の部分を手掛けていただけるとお聞きをいたしておりますし、今後計画的に山小屋までの

道道については整備がなされていくものと、理解をいたしているところであります。 

 また、以前にもご質問をいただきました、さくらの滝の関係でありますが、さくらの滝その

ものが非常に危険な状況になってきておりまして、数年前はあの護岸が崩れたということもご



112 

ざいましたので、今はあまりそばに近寄らないように柵を作って、その中に入らないようにし

ておりますが、それだけでは万が一の時がありますので、非常に危険だということで、滝の展

望をどういう形で見る場所を作るかということを含めて、さくらの滝の部分の整備を考えてい

きたいと思っております。また併せて、そこに至る道路、東横道路と言っておりますが、最終

処分場から１００メートルか２００メートル、南の方まで舗装がされております。そこからさ

くらの滝までややしばらくありますが、人の入込みが多いとのご指摘をいただいておりますの

で、これらの関係、今一度きちっと調査をしながら、実際どういう形で整備をしていくのがい

いのかを含めて、今後とも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

と思います。 

 それから、斜里岳及び裏摩周等への人の入込みの関係であります。ざっくりと申し上げます

と、斜里岳については、平成１８年の時は約８千人の入込みがありましたが、ここにきてちょ

っと落ちているようでありまして、平成２２年、これは登山者名簿に記載されている数字であ

りますが６,２１０人ということでございます。実際には書かないで登る人も結構おられるとお

聞きしておりますので、そんなには大きく変わっていないのかなと。ただ、登載されている名

簿上ではそういうことになっております。それから、裏摩周の関係でありますが、裏摩周につ

いては、平成１８年で６９,２２０人でございます。平成２２年で８０,３００人ということで、

大きく伸ばしているところでございます。また、神の子池の関係は、実際にあの場所に管理人

が常駐しておりませんので、把握できないのが実態でございますが、３年前にパワースポット

でドライブマップで紹介されてから、ものすごい入込みになっていることは事実でありまして、

そうしたことから草が踏みつけられて、草がほとんど無い状態に周辺がなっているということ

でありますので、これらの対応も含めて考えていきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 登山者数については減少気味ということでございますけれども、裏摩周につきましては１８

年には６万人を超えて、２２年には８万人とのことですから、かなり増えているわけです。私

から言うのも何ですが、この裏摩周に来た観光客が神の子池に寄るわけです。ですから、かな

りの人数の方が神の子池に寄って見学をされていると、このように私は思っているところであ

ります。そういうことでございますけれども、言うまでもなく、男鹿の滝に戻りますけれども、

男鹿の滝につきましては国有林でございますから、先ほど池下議員の話の中に、観光振興のと

ころで答弁しておりましたけれども、国有林だから木を切ることもできないと。これは無断で

切るわけにはいかないのは当然の話でありますけれども、そうは言っても、これは私ごときが

大変失礼とは思いますけれども、昨年の６月３０日に中学校の同窓会がありまして、この時に

同級生の１人、清里でしばらく在住していた方で、現在は北見におりますが、清里に何年か振

りに来たので見たくて行ってきたと。ところが大変だったと。かなり草も茂って道路も狭くな

ってひどかったと。何とかしてもらえないだろうかと。こういうことで去年の６月に言われて

おりましたけれども、今回質問という形を取らせていただいた次第でありまして、今後是非、

今は行けませんけれども、雪が解けましたら一度行って把握していただいて、少しでも観光客
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が見たいと来るわけでありますから、是非やっていただきたいと、このように思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 男鹿の滝は観光資源として本当に貴重な資源だと思っております。しかしながら、今ありま

したように、男鹿の滝周辺は全部国有林ということでありまして、早い話、許可なく草を刈る

こともできないのが表向きの話でございます。今ございましたように、安全管理の点からどう

やっていくかという形の中で、森林管理署の方にも要請をしていきたいと思っております。や

っぱり草が両脇に生え過ぎると、どうしても見通しが悪くなって足元が危なくなるというよう

なこともあるでしょうし、当然、滑るような所には「滑りますよ」という注意の何らかの手法

も必要になってくるわけでありますから、そういう部分も含めて安全管理をどうするかという

観点で、森林管理署の方にも要請をしながら進めてまいりたいと考えているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今後、ＮＰＯ法人清里町観光協会との連携を密にしていただいて、清里町の特色ある観光事

業と言いましょうか、力を入れていただくように要望しておきたいと思います。 

 何かあれば、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） 

 清里町における観光資源等の保全管理と利活用の関係から見ても、観光協会は一昨年、しっ

かりと独立した組織として事務所も構えたわけでございます。そうした中で、町の方も支援を

させていただいておりますが、当然、町全体の観光振興の観点からも、しっかりと連携を取り

ながら進めさせていただきたいと思っておりますし、また、昨年あたりから新たに観光協会独

自で、連携を取りながらということではありますが、グランフォンド北海道と言うサイクリン

グの事業も始まってきたわけでありますから、こういうような事業との連携と、そしてまた、

新しい特産品の開発なども含めて、観光協会と町内の各種産業の方々とも十分な連携を取りな

がら、一層前向きに進めていけるように、努力を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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 
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○７番（村島健二君） 

 次に、緑ヶ丘公園の整備についてでございますが、埋立てには国営土地改良施設整備事業で

すか、ウエンベツ川改良事業の現場から出た土を埋めたものと思っております。先ほども町長

が申しておりましたように、池の埋立てが完了したという状況にあるわけでありますが、見て

ご覧のとおり、草が茂り、公園とは呼べないような状況にあるものですから、大変みにくい。

草刈りでもしているならいいんですが、草刈りもしていない状況に中で見ますと、大変みにく

い景観ではないのかなと思っております。ですから、今後この跡地を整備して、どのようなも

のに利用されるのか。私としてはパーク場にできるならパーク場にして使ってはどうかと考え

ているところでありますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 緑ヶ丘公園の埋立後の整備の関係と利活用の関係でございます。ご案内のように、埋め立て

については平成２４年を持って国営のウエンベツ川の改修事業の残土を利用させていただいて

終了したという状況にございます。今後、先ほども申し上げました排水の問題もございますし、

また、とりあえず埋めただけですので、整地がされていないということです。ご指摘をいただ

きましたように、草もぼうぼうになっていて、とても管理されている状況でないと。そのとお

りでありまして、実際には埋立てだけにそこの区域を使われておりましたので、草刈りなどは

一切していないというのが実態でありますが、昨年で終わりましたから、今年は不陸ならしや

排水等の整備を最終年としてお願いをするということで、これについてはご理解いただいてい

るところであります。そうした中でまだ２５年度は立ち入るところまではいかないだろうと思

いますが、一連の整備の中できちっと草刈等も実施していきたいと考えております。 

 それと、利活用の関係でありますが、基本的には芝生にしていきたいという考えでありまし

て、多分、旧の池の所ですから木が全然ありませんので、今度土を埋めて芝生になっても日射

量がありますから、それなりに芝生はきちっと植生されるのかなと思っております。公園とし

ての管理はいかなるものかという部分も含めて、有効に今のパークゴルフ場のコースがそちら

の方にうまく活用できれば、そういう部分も含めて全体としてどうあるべきか、検討させてい

ただければと思っております。そしてまた、公園の管理は公園の町の条例に基づきまして、公

園全体は建設課で管理をいたしますが、パークゴルフ場のコースになりますとコースの部分は

教育委員会との関連がありますので、連携をしっかり取りながら、そごの無いように進めさせ

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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 最後になりますが、執行方針の中にも謳ってございましたけれども、本年のふるさと産業ま

つりは緑ヶ丘公園を使用しないということになっているようでありますが、言うまでもなく、
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長年使ってきた経緯がございます。モトエカ広場に場所を変更しなければならない理由がある

かと思いますがこれをまず伺いたい。また、この緑ヶ丘公園は野外ステージも完備されており

ますから、歌などもその場でやっているわけでありますが、私は問題はないと考えております。

その場所が今回モトエカの方に行くというのが、場所の面積が狭いからとかそういう理由であ

れば、私は埋立てた跡地を整地して使うことも可能ではないのかと考えますが、どのように考

えているか伺いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今年の産業まつりの予定でありますが、たまたま清里町は開拓の鍬が下ろされて今年で１１

５年、斜里町と小清水町から分村して７０周年という節目の年でございます。そういう関係で、

今年は節目を町民の皆さんと共に式典を開催していきたいと考えておりまして、その式典に合

わせてと言いますか、産業まつりに合わせてと言いますか、その時期に式典をやっていきたい

ということで、行事として、冠事業として、できればモトエカ広場で実施ができればなと思っ

ております。駐車場についてもモトエカ広場の場合には各所にございますので、そういう部分

でも対応がよろしいかなと思っております。実は今までの式典の中で過去に同じように、そう

いう時に合わせて、モトエカ広場の緑地を使って記念事業をやってきた、産業まつりをその時

動かしてきたというようなこともございますので、そこら辺も踏まえながら、できればそうい

う形に持っていければと考えている次第でございますので、ご理解いただければと思います。 

 

○７番（村島健二君） 

 終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、村島健二君の質問を終わります。 

 次に、勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 最後の質問者になったわけでございます。冒頭、ちょっと重複するような部分も若干あると

思いますが、了承の上お答えのほどよろしくお願いします。町長の方もお疲れかと思いますの

で、簡潔明瞭に答弁の程よろしくお願いしたいと思います。 

 先に通告してありました項目につきまして、質問させていただきます。まず、１項目の高齢

者住宅について。介護付高齢者住宅等の整備の考え方についてお伺いいたします。２１世紀に

入り世界一の長寿国となった我が国は、高齢者のいる世帯が全体の３割を超、２０１５年には

さらに４割に達し、その約半数が高齢者単身若しくは高齢者夫婦世帯になると言われておりま

す。我が町においても、いわゆる６５歳以上の高齢者人口は平成２２年国勢調査において１,

５００人、町民の３３％で、人口の減少も相まって現在は３５％～４０％近い数字になってい

ると思われます。高齢者人口は２０年で１．５倍にまで増加しております。また高齢者のいる
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世帯は平成２２年国勢調査において９３５世帯、全世帯の５２．５％であり、半数以上の世帯

が高齢者を抱えている状態です。さらに、単身世帯２１２、二人世帯４０６と、割合としては

全体の６割を超えております。このような現状を踏まえると、いよいよ我が町も超高齢者社会

を迎えたと言っても過言ではありません。９０歳のおじいちゃんをおばあちゃんが、あるいは

７０歳の息子、娘さんが介護する。巷で言う老老介護も当然身近なことであり、身の回りのこ

とはできるが自炊が困難な人や、独立した生活に不安を抱える人など、高齢者世帯には保険や

医療・福祉と連携した日常の生活支援と共に、高齢期の体の変化に配慮した住宅の普及が必要

かと思います。そのような中、我が町においても全ての人が安心して心豊かに高齢期を過ごせ

るような生活の基盤としての住宅整備が急務かと思います。平成２３年より公営住宅等長寿命

化計画が策定され、玄関、浴室、便所の段差の解消や手すり設置など、福祉対応型の改修整備、

バイアフリ－化が進められているところでございます。公営住宅の整備はもとより、新設公営

住宅の整備については十分に配慮した内容となるよう要望するところですが、さらには住宅施

策と福祉施策を連携することにより、高齢者等が必要に応じて日常の生活支援となる食事の提

供や清掃、洗濯の家事援助、安否の確認、緊急時の対応のできるサービスや介護付き住宅の整

備が、高齢者にとって安全で快適な暮らしを提供できることと思います。町長が執行方針の中

でも述べられております、いわば老人下宿と言うべきサービス付き高齢者住宅ケアハウスやシ

ルバーハウジングなどの必要性について、町長の見解をお伺いします。 

 次に、２項目目の商工振興についてでございます。商業、そして商店の振興対策について質

問したいと思います。我が町の商店街は平成６年より近代化事業により一斉整備され、北海道

を代表する美しい商店街として生まれ変わりました。しかしながら、約２０年を経て人口の減

少、高齢化の進行により、売上の減少や近隣の町に進出した大型量販店への購買力の流失など、

より厳しい状況にあります。さらに経営者の高齢化、後継者不足、長引く地域経済の低迷など

により、閉店される店舗が相次ぎ、空き店舗や空き地が目立ち、本来の中心市街地商店街の役

割や機能を果たせなくなってきております。加えて高齢者や買い物弱者をターゲットにした町

外の大型量販店の外販車による予約購買なども、さらに売上減少や購買力の流失に拍車をかけ

ております。清里町商業統計によると平成１４年、１９年の５年対比で、年間販売額が８億２,

１００万円減少していることは、単に人口の減少や景気の冷え込みだけでなく、周辺市町への

購買流失が大きく影響しているところであります。町はこのことを受け、商工会と連携し、わ

くわく商品券事業や過去には地域振興券事業など、町外への消費購買流失の対策を講じ、また、

店舗出店支援交付金事業や店舗改修補助事業、とりわけ空き店舗を利用した新店舗開店などの、

失われた賑わいを取り戻すべく取り組んでまいりました。ある程度の評価はされるものの、こ

れはという特効薬的な効果は見い出せない状況であります。商店街の振興、そして再生への道

は大変厳しいものと思いますが、町長の考えをお聞きしたいと思います。 

 以上、２点につきまして、答弁のほどよろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問をいただきました、高齢者住宅並びに商工振興関係についての質問に、お答え
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いたします。 

 まず、１点目の介護付高齢者住宅等整備の考え方でございます。住宅につきましては生活の

基盤でございます。高齢者の方々が安心して暮らしていくためには、それぞれの身体の状況に

応じた福祉・介護のサービスが提供されつつ、かつまたバリアフリー等にも配慮した住まいが

整備されることが理想ではないかと思っております。現在、高齢者で常時介護の必要な方々の

住まいとしては、特別養護老人ホームや老健きよさと等の施設がございます。本町には合計で

１３０床が整備されているところでございます。また、車いす対応のバリアフリー化やオール

電化施設を整備した高齢者向けの住宅といたしまして、平成１５年と１８年に、はごろも団地

におきまして、２棟１２戸を整備してきたところでもございます。清里町では介護付き高齢者

住宅が整備された場合の入居可能者の実態ということで調べてみますと、６５歳以上の方で１

人で現在、町営住宅にお住いになられている方につきましては、身体や知的等も含めまして６

４名おります。また、ご夫婦ともに６５歳以上という方は１７戸３４名がおられるということ

であります。人数だけで見ますと、相当数がおりますので、ケアハウスであれば入居者の確保

は十分に可能かなと思いますが、現在それぞれ１人で、居住空間が広くて自由な環境で住まわ

れておりますので、入居希望者が必ずしもそういう数字のとおりに表れるということではない

ものと思っております。しかし、年齢を重ねていきますと、独立して生活することが極めて不

安になってきたり、身体的機能の低下で身の回りのことができても、小さなことができなくな

ってくると、１人で生活することが困難と思われる方々も出てくるかと思います。そうしたこ

とから、今後は介護付きの高齢者住宅の必要性はますます高まっていくと認識をしている次第

でございます。全体の町の人口並びに高齢化等の人数等の関係は、ご質問の中であったとおり

でございまして、清里町も既に超高齢化社会へ突入をしているところでもございます。 

ここで、ケアハウスの概要等を若干お話させていただきたいと思います。ケアハウスにつき

ましては、基本的には６０歳以上の方、ご夫婦の場合であればどちらかが６０歳以上なってい

れば、そういう施設での対応が可能ということであります。高齢者のため独立して生活するに

は不安がある方が利用する施設でございます。そして、施設は食事付き高齢者向けの住宅とい

うことでありますから、食事の場所、集合する場所、また、お風呂も共同の広いお風呂という

ようなことになってまいります。ただ、高齢者の方々が快適で安心した利用ができるようにと

いうことで、今は全室個室が基準となっているようでございます。極端に言えば、ワンルーム

マンションに集合で食事を取る場所やお風呂があるということであります。食事、入浴、緊急

時の対応も行われますし、生活上の困り事についても相談できるように、職員が配置される施

設ということでございます。また、ケアハウスでありますので、単に軽費老人ホームというこ

とでなくてケア付きでありますから、訪問看護や通所介護などの介護保険サービスを利用する

こともそこにいながら可能になります。家族による介護や支援を望めない独居の高齢者、高齢

者夫婦世帯にとりましては、持ち家と特養・老健等の施設の中間施設というような意味合いで

の住まいと、ご理解をいただければと思います。また、清里町では大雪・停電といった災害の

際の安否を確認したり、支援を得ることのできる子供や兄弟などの親族が近くにおられない７

０歳以上の単身高齢者は、参考までにご夫妻を含めてでありますが、町営住宅入居を含め、全

町で１７０世帯いると、統計上なってございます。自立している方や、訪問介護、各種福祉サ

ービス等で不安の無い方もおりますが、ケアハウスでの対象となる方も一定程度見込まれるこ

とが想定されますので、今後においては十分に議会とも連携を図りながら、そうした対応に向
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けた手法について検討させていただきたいと考えている次第でございます。 

次に、２点目の商業商店の振興対策についてであります。ご案内のように、近隣市や町への

大型店舗の進出また消費購買力の町外への流失、人口の減、少子高齢化、極めて厳しい環境の

中に置かれているのが実態でございます。町といたしましては、こうした中で新たな店舗の出

店、空き店舗の利用、そして商工青年部を中心として組織されております清里盛り上げ隊、そ

ういう方々がイベントなどを開催し、新たな力として今立ち上がりつつあります。市街地や商

店街に活力と賑わいを取り戻すという観点から、町におきましてもそれぞれの事業を展開させ

ていただいているところでございまして、一定程度の成果は徐々にではありますが、少しずつ

表れつつあると理解をしているところでございます。しかし、そうした金銭的な部分での対応

というのは財政的にも予算的にも限度がございます。これからの抜本的な対策として考えてい

かなければならないのは、町内で消費を高めていくということになるのではないかと思ってお

ります。考えた中で消費を高めるためには、商店街市街地を個人の個々の施設として捉えるの

ではなくて、まちづくり全体としての公共財という捉え方が必要になってきているのではない

だろうかと判断をしているところでございます。そうした中において、町、そして町民全体で

商店街、商工会を含めてみんなで考える、そういう時期にきているのだろうと思っております。

今回の執行方針の中でもそうした考え方を一部記載させていただきました。各種団体や町民の

方々、町も含めてでありますが、そうした地元での消費購買を一段と増やす。今まで流失した

部分の何十％をこの中で執行してもらえば、それで一定の成果は表れてくるだろうと考えてい

る次第でございます。そうした思いを広く町民のみなさんにお話をし、そうした気持ちを持続

的に持っていただくということが一番大事なことではないかと考えておりまして、運動の展開

について、今後関係機関とも十分に連携しながら進めていきたいと考えている次第でございま

す。何としてでも清里町、この市街地、そして商店街を活性化をさせ守っていき、そして、そ

れが将来的な町の形成として成り立つように考えていかなければならないと考える次第でござ

います。 

 以上、申し上げて答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

それでは、１項目目より何点か質問させていただきます。今、高齢者の住宅整備について、

町長から前向きな答弁をいただきまして、大変うれしく思っているところでございます。町長

言われているように、本当に超高齢化社会を迎えているわけでございます。まず、１点目なん

ですが、町政執行方針にあるようにケアハウスについて既に検討に入っているというようなこ

とを方針の中でも述べられております。それで、具体的な部分ではどのぐらいまで進んでいる

のかちょっと進捗状況はわかりませんが、目途としてどのくらいの時期までに整備を実施して

いく予定なのか、ちょっと聞きたいなと。それと、時期についてですけども、町長が述べられ

ました高齢者の実態というものも含めて、おそらくそんなに遅い時期にはならないような気が

するんですよね。そこら辺のことも含めて、どのくらいの時期に進めていくのか。それからま

た聞くところによりますと、実際に生活に不安を感じている、配慮の必要な世帯が１４０くら
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いという話も聞いております。それらも含めて、どのくらいの入居を見込んでいるのかも、も

し検討の中にありましたらお願いしたいと思います。  

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 介護付き高齢者住宅の関係であります。とりわけ、ケアハウスというような考え方で進めて

いければと思っております。お年寄りの介護付きのそういう施設は、国でいろんな制度でやっ

ている中では、実は何種類もあります。それで今回、私が検討していきたいと考えているのは

ケアハウスということで、先ほども言いましたように、軽費老人ホームにケアが付いてくると

いうような理解をいただければと思います。それで、実際に昨年の執行方針にも、今年の執行

方針の中でも検討に入っていきたいということで記載をさせていただいたところでありまして、

昨年はそうした中で、基礎的な部分としてケアハウスはどういうような基準があって、どうい

うような内容になるのかということと、清里町における人口構成と今後の対応等について、昨

年は基礎調査をやってございます。そうした中で、安定的にと言うとちょっとおかしいのです

が、ここ数十年はそういうようなものは無ければ、逆によそに高齢になられたら出て行かなけ

ればならないというような状況等が出てくる。それともう１つが、公営住宅にこれだけの独居

の方が入られております。単身者住宅ではありません。公営住宅の方に入られておりますので、

そういう移りというものも考えて効率的に進めていくとなれば、一定のそういう施設のバラン

スが必要ではないかと考えたところでございます。そういうような中で、ただ、どうしても基

準がありまして、施設を造ってそこに入ってください、それでＯＫです、ということではなく

て、ケアですからそれに伴って専門の職員を置かねばならないということがございます。例え

ば３０人規模程度の施設を造りますと、その施設の施設長と生活相談員と介護職員、栄養士、

事務員と、それと本当に必要な方をということで、最低でも５人は１施設にはいることになり

まして、その中でも特に資格職員も介護の方では当然必要になってまいりますし、栄養士も同

じようなことが言えると思っておりますが、今は介護職員の確保が極めて難しい状況にあるこ

とも事実でありますから、本来であればそこら辺も全て解決しながらいくのが一番であります

が、実際としてやれるかどうかは別でありますが、老健なり、特養との併用施設という形が、

そういう施設の職員の循環からいくとやりやすいのかなと。ただ、これが実態として本当にそ

れができるかどうかは別の話でありますが、そういうことも視野に入れなければならないだろ

うと思っておりますし、ケアハウスについて調べてみますと、自治体や社会福祉法人が建設す

る場合においては補助制度が４分の３、基準事業費の４分の３の補助金をいただけるという制

度がありますが、民間の方がやられる場合にはこの制度がありません。ですから、どうしても

公設民営の形ということであります。失礼いたしました。４分の３というのは私の調べた資料

には出ていたのですが、今、担当の方から今は定額になっているということでありまして、そ

の額はわかりませんが、一応、補助制度が行政なり社会福祉法人であればあるということでご

ざいます。そういうようなことも含めて、また、施設自体が完全に入居されてベッドで生活す

るとかそういうことでありませんから、あくまでも自分のことはある程度自分でできるという

方々が入られる施設です。普段の生活に少し不安がある程度の方々ですので、お買い物に行っ
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たり、いろんな用事を足したりする、そういうことができなければ逆に言ったら駄目だという

ことになりますので、そういう部分を含めて設置場所は自動的に決まってくると思っていると

ころであります。そのようなことをいろいろ考えながら、一定の期間でそういう方向性をしっ

かりと出していきたいと考えているところでございます。どこに住んでも住みやすいというま

ちづくりをしていかなければならないと思っております。そして、特に今、特養や老健の方で

も、一生懸命介護の部分をやっていただいておりますが、１３０という定員の中でありますか

ら、これ以上、そこの場所でどんどん増やしていくという形にはならないと思っておりますの

で、こういうちょうど中間施設的な施設のあり方を十分に認識しながら、今後整備に向けた検

討を進めていきたいと考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、施設を自治体が取り組む部分で、かなりの補助を受けられるというようなことを聞いた

わけなんですけど、まだ検討段階だということで、あまりいろんなことが決まっていないのか

なと思っていますし、規模にもよるわけで、新設なり若しくは既存の住宅というような方法を

とっている所もあります。また、施設の改築等によってというようなことも考慮できる部分も

あると思います。なぜ、そんなことを言うのかと言うと、昨年、新冠町で小学校の廃校跡地に

有料老人ホーム「おうるの郷」がオープンしたということもあります。そんな部分で、うちに

も廃校の学校がありますので、補助も十分にくるとなると、改築したりという部分では確かに

そういうこともいいのかなと思う部分もありますし、そういうようなことも検討されることが

あるのかなと思います。それと、執行方針の中に多様な運営の模索となっていますが、運営の

形式と言いますか、今、職員の関係も最低でも５～６人が必要だというようこともありますの

で、これは町側としてやるのか、民間に委託というようなことでやっていくのか、答弁できる

範囲でよろしいですからお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の、仮に設置されるとした場合の、ということでのお話になろうかと思いますが、小

学校等の跡地の活用という部分でも、一定の考え方を持たなければならないと思いますが、施

設そのものの規模云々からいきますと、改修するのが早いのか、その施設としてきちっと最初

から求めるのがいいのか、非常にこれは難しいところかなと思っておりますし、今あります小

学校等については、江南と新栄でありますから、買い物だとか日常の用事を足すのにはちょっ

と遠いかなということもありますから、仮にとなれば慎重に場所等については検討していく必

要があるのかなと。また、そこで働く職員のこともございますので、どういうふうに考えてい

くのがいいのかと思っております。また、先ほど４分の３の補助と申し上げましたが、私の持

っている資料の中でそうでありますが、現実的には定額ということで、３０戸であれば１億９
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百万が定額の補助金だそうであります。実際に建てるとなれば全然この額では済みませんから。

ただ、行政でやる場合については、その補助残は起債をという、起債の借り方もありますので、

そういうものを駆使しながら、なるべく効率的なものを検討していかなければならないと思っ

ております。ただ、先ほど申し上げましたように、実施の時期等の関係についてはこれからの

話ですから、十分議会とも議論を詰めながら、本当に将来的にも１回やりますと５年、１０年

の話でありません。何十年というスパンになってまいりますので、十分に議会とも連携を取り

ながら議論をしていかなければならないと思っておりますが、どんなに早くやるにしても補助

金の枠を確保しなければならないということがありますから、具体的にそれらを確保していく

ということになれば、もうしばらく時間的にはかかると思っております。２年なり、３年後か

なという気持ちでおりますが、それに向かった作業は着実に進めていきたいということで考え

ている次第でもございますので、ご理解をいただければと思っております。 

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） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 この件につきましては、もう１点伺いたいと思います。平成２５年に設計、そして２６年に

建設予定の札弦の公営住宅の関係があります。最初にまず４戸、その後２８年くらいに４戸、

合わせて８戸の整備を計画しているみたいなんですけど、冒頭にも述べたように高齢化社会と

いうことで、どこにもおれず札弦も相当高齢化が進んでおります。そんなことも含めて、先ほ

ど買い物云々という話が出ましたが、札弦というのは厳しい部分もあると思いますけど、そこ

ら辺のことも視野に入れた形の中で、ただ、今は車の時代でもございますから、車で買い物に

行けると思いますので、そういうようなことも検討されるかどうか、そこら辺のことについて

お聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 札弦に予定いたしております、公営住宅等の兼ね合いということかと思いますが、基本的に

札弦にあります札南地区・札進地区の今ずっとウエンベツ川の近くにある公営住宅もあります

ので、町の形成上、当時建てた時にはどんどんまだ人口が増えて外に広がっていく時代でした

が、今はどちらかと言うと、市街地の方に向かって縮小気味でありますので、できればその市

街の中の方に札南・札進地区の部分も少しずつ移し替えていきたいという思いで、札弦地区の

公営住宅を整備していきたいと思っております。ただ、その中に高齢者の方がかなりおります

よということでありますが、そこら辺もどのような形でいけるのか。当然、高齢者専用住宅で

なくても今の住宅の手法ですからバリアフリーとか、オール電化であるとか、そういうような

設備の方法に徐々に変わってきていますので、安全安心な住宅としての建替えをしていければ

と思っているところでありまして、ケアハウスとはまた違う観点から、その部分は公営住宅は
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公営住宅として進めて、また、ケアハウスはケアハウスとして、今どこにやるとか云々の話は

していない別の話ですから、ケアハウスとしての考え方だけを申し上げさせていただいたいう

ことで、ご理解をいただければと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、ユニバーサルデザイン化と言いますか、既存の住宅の方も整備を進めておりますので、

是非とも札弦の公営住宅についてはそのような形の整備をしていただきたいと思っています。

ケアハウスについてはケアハウスで進めていくというようなことで、今、２～３年くらいの形

でとのことで検討を進めていくという話をいただきました。高齢化社会、高齢者の方々という

部分で、雇用の一つの窓口として、３０名で５～６人と、そういうのも含めて。ただ、私も思

うのですが、やっぱりうちの町でどんどん高齢化が進んだ時に、どういう形で町を運営してい

くのかとなった時に、言葉は悪いんですけどシルバー産業って言ったらおかしんですけど、そ

ういうものにもきちっと目を向けて、やはりきちっと町が運営していけるような形のものを、

外からでもいいですから年寄りが安心して暮らせるようなまちづくりというものも、一つの方

法かなと思いますので、その部分も踏まえて検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、商工振興の部分について、何点か再質問したいと思います。町の振興という部

分での再生と言いますか、難しさを感じるような部分だと感じるわけでございますが、ちょっ

と冒頭で極端なことを言うようで申し訳ないんですけど、町長が考える商店街、これを活性さ

せる意味をどのように捉えていますか。ちょっと極論なんですけど、いろんな形で今年の執行

方針の中にも、従来からの事業も含めて振興発展に向けての事業取り組みをしているわけです

けど、是非とも活性化させる、させていかなくてはいけないという意味の捉え方での、町長の

考え方を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） 

 商店街・商工振興の件でございますが、商店街を活性化し、また商店街を活性化させる。こ

れは町として、商店街というのはある一面、顔ではないかと理解をいたしておりますし、また、

いろんな方々が集える拠り所としての位置付けもあるのではないかと理解をいたしております。

ですから、そういう拠点となる自分たちの心の支えとなるような、そういう拠点となる市街地

や商店街が無くなると。無くなったらそうしたら全然生活できないかというと、これは今の時

代ですから、必ずしもそうは言えない。ですが、実際に町に住んでいる方々の気持ちとして、

やっぱり拠り所として自分たちがどこに集まって、どういう行事をやってというところの、一

つの拠点になることは事実だと思っております。ですから、私はそれぞれのお店という個々の

捉え方よりも、商店街やお店群としてきっちりと位置付けをして、公共財的な要素をそこへ絡

めていかなければ、単純に個人の誰のお店ですよと言うだけの判断ではなく、それを超えた枠
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組みの中でやっていかなければならないという状況に、清里町はもうそろそろ来つつあるのか

なという観点でいるところでもございます。どうしても市街地が無くなると、何も拠り所が無

くなってしまうということが起きてきて、やっぱり気持ちも落ち着かないということになりま

すので、そういう部分だけはきちっと回避しながら、やっぱり少しでも皆で集まってワイワイ

と騒げる場所がなければならないと、理解をいたしているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、町長の方から活性化をしていかなくてはいけない意味と言ったらおかしいんですけど、

そういうような部分を聞かせていただいたわけです。なぜかと言うと、いかんせん、何年もこ

の事業についてはずっとやって来ているわけで、なかなかいろんな形であの手この手でやって

も、これはというようなものが、先ほどの町長の話の中にもありましたけども、地道でありま

すがという部分しか見えてこないことがあります。しかし従来、商店街が地域の住民の買い物

の場であったことは当然のことで、それと同時に地域のコミュニティーの場だったという形を

僕も感じるわけです。私も小学校時代に学校帰りに、ちょっと個人名を出して申し訳ないです

が吉倉商店という所がありまして、そこのおばあちゃんが帰りには牛乳を石炭ストーブの上で

温めてくれた。そこへ寄っておばあちゃんと話したり、おじいちゃんと話したりと。まだ小学

生ぐらいでしたから、話をすると言ってもたいしたことじゃなくて学校の事ぐらいでしたけど。

他にもお焼き屋さんがあったりしたわけですけど、そうやって人が集まっていろんな形でコミ

ュニティーを持てるような場面。当然、年配の方々には一杯飲み屋さんもありました。そうい

うものがある時から必要無くなってきたって言うか、先ほど述べたように、大型店舗の出店も

ありましたから、車社会になったと同時にそういうものが段々薄れていってしまうと。そうい

う部分で町長が今言われたように拠り所なり、心の支えとなるという一つの拠点としての、い

わばまちづくりというものに、少しでも戻すと言うか、昔に戻れとは言いませんけども、そう

いうものが必要ではないかと思うんですよね。そこの部分で町長も私も考えにあまり遜色なく、

そういう思いがあるということで、これからの質問がしやすくなったんですけども。活力なり

賑わいを商店に取り戻すという部分で、町長が言われるように営む方のやる気と言うか、そう

いうことが何よりも肝要不可欠でないかと思います。また、それとともに大型量販店の購買流

失対策として、店の経営者と住民双方がきちっと意識を持って、買い支えると言うか、そうい

うようなものが芽生えてこない限り、変わっていかないような気がするんですけど、そこら辺

について町長はどう考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今までも商業振興ということで、いろんな対策を講じてきました。当然、商工会が中心とな

りながらいろんな発想の下で、町がそれに支援をする形で今日を迎えてきたわけであります。
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そうした中であっても、なかなか単純に元の姿をというわけにはならないわけでありまして、

全体的な社会背景があります。本当に厳しい状況だという実態を受け止めているところであり

ますが、そうは言いながらも、先ほど申し上げました町としての顔・拠り所として、そういう

形の中で何とかこれが少しでも維持できる範疇、これを検討していかなければならないと思い

ますし、また、今、一生懸命お店をやられている皆さんも当然、最善の努力をされながら今日

を迎えていると思いますが、まだまだ消費者ニーズをどう捕まえるかとか、消費者行動に対す

る扱いをどうしていくかとか、いろいろと考える所もあるのではないかと思っております。も

ちろん、商店を営われる方の努力を最大限発揮していただく中で、いかに町民とうまくミスマ

ッチの無いように進めていくかということかなと思います。結果的には本当にお店が無くなっ

て不自由するのは町民の方々で、特にこれからなんです。今は車に乗れる人は町外に行けます

から良いですが、先ほど申し上げましたように、独居の方もどんどん増えてきております。車

を運転しようと思ってもできない時代がきます。そうなった時に自分の足元、目先に何もない

という、それで本当に町の形態が整うのかということでいかなければならないと思っておりま

す。ですから、町もそうですが、住民の方も、商店の方々も一体となって、連携を持ちながら

お互いにどうするんだという部分で真剣になって、ここら辺の対応をしていかなければならな

いだろうと。それには、お金をぶつけるとかそういう話ではないかなと。それはそれで一定の

持続性を持たせるためには必要になりますから、それはそれでやっていきますが、やっぱりそ

れだけではもう済まない。大きな消費購買力を地元で行うという運動を、これからみんなでど

う展開していくかというところにいかなければならない。それによっていろんなコミュニケー

ションが出てきて、情報の意思の疎通が取れていく、情報が伝わっていくということで、我が

町のお店という形になっていければいいなと思っております。そのようになれるように、町と

してもこれからいろんな関係機関団体、また住民の方々、そして当然商工会や企業の方々とも

連携を取りながら、そういうような運動を展開できるように、一層の努力をしてまいりたいと

考えているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、町長の方から金をぶつけることではもう済まないと。消費購買運動という部分で町民を

挙げて展開していくという話をいただいたわけでございます。ただ、金をぶつけることではも

う済まないとは思いながらも、やっぱり先立つものがという部分がありますから、これはやっ

ぱりうまく調整した形の中で進めていかなくちゃならないのかなと思います。それと今、消費

の運動の展開って部分なんですけど、先ほど１点目の質問でも言っていましたが、外販車のタ

ーゲットが当然、高齢者で買い物に行けない、遠くに行けない人たちを狙った部分だと。特に

緑や札弦地区においては、早くより食料品なり日用品、生活必需品の買い物にすら困る状態に

陥っていたので、釧路方面なり北見方面から外販車が来ていたわけでございます。最近は本当

に利用者がかなり増えていて、本町の中でも見かけるようになりました。そんな部分も含めて、

さらに地元商店の売上減少に繋がっていくわけでございます。ここら辺の部分について直近の

数字を捉えておりませんが、相当なものではないかなと思います。向こうも車で来ますから勝
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手に売って歩いてみたいな部分ですから、それを阻止することはできないわけですけど、ただ

傍観しているだけでなく、きちっと何らかの対策を打っていかなければ、さらに外へ出て行く

金に対して拍車をかけてしまうようなこともあると思います。そうは言っても、じゃあどうす

るのかと。やっぱりそこら辺もきちっと念頭に置いた中で、もし消費購買運動を全町挙げて展

開できるのであれば、早急にそういうようなものを確立して、打ち出して取り組んでいかなけ

ればいけないのではないかなと思います。 

 それともう１点、お聞きしたいんですけど、活性化の拠点施設であるコミュニティセンター

のことをお伺いします。ここのホールなどはイベント時には活用されているわけなんですけど、

実際普段はどうなのかと。実際に買い物に来た高齢者なり、買い物客などが休憩できる施設、

休憩しやすいと言うか、そのような部分だとか、交流の場として活用されているかと。そこの

ところを少し改善していかなくてはいけない部分ではないかなと。そしてさらに、先ほど自分

が子供の時の話もしましたが、子供たちが気軽に訪れて遊んだりできるような、そういうよう

な施設としての活用ができればと思うのですが、そこら辺について町長はどう思いますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほどの商店街・商工全体を支える消費購買運動という中で、私は事業費の投下を駄目だと

言っているわけではありませんので、そこのところだけもう一度お話をさせてもらいたいと思

いますが、今のいろんな事業の支援対策の展開をさせていただいておりますが、それだけでは

いつまでも支えて続けていけないのではないかという意味合いで、今、継続的にやっている事

業をやめるだとかそういう話ではなくて、より一層使いやすい、利用しやすい、効率的な事業

として、今のものもさらに制度的に改正が必要であれば改正をしながら、当面、持続的な事業

としての展開は行っていきますが、ということでありますので、そこら辺をご理解いただきた

いと思います。それらと合わせながら、やっぱり住民全体として、町全体として支える購買運

動というのを一緒になって皆さんでやれればという思いであります。 

 それから、外販車等の関係ですが、確かに緑・札弦を中心にかなり入っていると聞いており

ます。この間も私がちょうど通っている時にそういう車が止まっておりましたので、こういう

やり方をしているんだなあというのが見えたわけでありますが、現実、かなりの数が入ってき

ているのが実情かなと思います。よそから入ってきているのもありますが、外販車で清里町で

もやられている方もおりますので、そういう一つの流通形態という形の中での認知がされてき

ている部門なのかなと思いますが、よそからの車を云々とか、そういう話にはなかなかなりま

せんが、いろんな事業の展開の中で地元からの部分を優先してもらうというような、運動の中

でのご理解をいただくという形でいかなくてはならないだろうと思っております。本当に今の

状況の中で、お店が札弦・緑方面は極めて少なくなっておりますから、それを補完する意味に

おいて外販方式というのは非常にありがたい方式なのかなと。ただ、町内で全てが調達できれ

ば、なお良いスタイルになるのではないかと思っている次第でもあります。 

 それから、コミセンの有効多目的利用ということになるかと思いますが、現在もコミセンの

下の大きなホールについては、いろんなイベントやそれ以外の時には通常はいろんな方々が立
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ち寄る施設ということで当然、１階には商工会の事務局も入っておりますし、観光協会の事務

局も入っておりますから、いろんな方が出入りをされて、あそこで休憩されている方もおりま

すし、時間によっては子供たちが結構寄って遊んでいると言ったら語弊がありますが、そうい

うような部分でも使われております。そこで、もう少し効率的な良い方法がないかということ

でありますが、最初の利用と言いますか、設置の目的という部分と、現在も商工会を中心とし

て維持管理をいただいておりますので、どういう方法が取れるのかを商工会などとも十分に協

議をしてみたいと思いますが、ただ、専用施設として間仕切りをするだとかはちょっと不可能

かなと考えておりますので、一般の利用の中でそういう部分を少し強調しようとか、そういう

ような使い方になっていくのかなという部分で、専用で間仕切りするとかそういうのはちょっ

と利用としては難しいのかなと思っております。今でも高齢者の部分で言えば、各自治会でも

特に多いのは聞くところによりますと、水元の自治会の方々は２階の和室やホールで高齢者の

集いなどをやられたり、利用されているというようなこともお聞きしておりますので、そうい

う使い方であれば非常に明確で、その時々ですのでやりやすいのですが、１階のホールになり

ますといろんな方が出入りするものですから、なかなかそこにというのは難しい面もあるのか

なと思っております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、コミュニティセンターの利用活用について、若干お話をいただいたわけでございます。

ただ、若い人は車で遠くへ行ってしまいます。足が悪かったり、お年寄りの方が普段町に出て

きて買い物をする。その時にやはり一つの交流の場として、そうでないとお年寄りも引きこも

りがちになるんじゃないかなと思います。意外に今のお年寄りの方は元気ですから、そんなこ

とは心配しなくても良いのかもしれませんけど。やはり交流の場というのが、認知症とかそう

いうものも防ぐことにも繋がっていくと思いますので、是非ともそのことも踏まえてコミュニ

ティセンターの活用について、今後とも検討のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 先ほどちょっとイベントのことについて触れたわけですけど、イベントはその時は賑わいを

見せても、それがきちっと日常の活性化に繋げられないと、単発的にイベントをしてもどうな

のかという部分があると思います。そのことも含めて、イベントの取り組み等も検討していか

なきゃいけない部分なのかなと思います。平成２１年に商工会が出した町中の賑わい再生創出

事業ということでマスタープランを出しております。その中で商業経営者、そして住民に対し

て買い物のアンケートしているんですよね。そのアンケートの中には住民なり、経営者の意見

が率直に出ております。おそらく、その中に再生に向けたすばらしいヒントがあるんじゃない

のかと感じるわけなんですけど、その部分も含めてきちっと活用されて、足りなければまたい

ろんな形でアンケート調査等を実施しまして、活性化に向けた動きとしていっていただきたい

なと思いますけど、どうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 コミセンの１階の場所、ホールでの件でありますが、先ほども申し上げましたように、専用

ということはなかなか難しいだろうという中で、どんな手法が取れるか。集まって来て情報交

換をされるというような場所として、うまく若い人方も子供たちも入れて、お年寄りも集まっ

て来て、ちょっとした交流ができると。そういうような部分でどういう形が良いのか、あそこ

が場所として良いのかどうかという部分も含めて、ちょっといろいろ検討させていただきたい

と思います。 

 それから、商工会が平成２１年度に町中賑わい創出の計画を作成するときに、いろんなアン

ケートを企業者の方、それから町民の方からもいただいております。一定の方向性があの中に

あるような気が私もいたしております。かなり広範な調査がされたようでありますし、質問事

項等もかなり細かく行っておりますから、あの中に本当にヒントになることが含まれていると、

私もそういう見方をさせていただきました。なのでもう一度、それを眠らせるのではなくて、

しっかりともう一回表に出して、そういう中から一つ一つ対応策を真剣になって考えていくと。

そういう必要性が十分にあの中にはあるんだろうと理解をしているところであります。 

 また、あそこの施設を使ったいろんなイベントなども、連続的な一過性で終わらないいろん

なやり方あるかと思いますから、それをあそこを使っている方々だけでやろうと思うと、なか

なか難しいところが出てくるという部分もありますので、全体にもう少しそういうものを広げ

た中でやっていければなと。そして今回、ちょっと余談になりますが、札弦のパパスランドを

拠点としながら、札弦がネットワークを立ち上げたと。その目的は、札弦のパパスランドを皆

で活用するためにはどうしたら良いんだと、そういう部分を含めて、皆で活用するためのネッ

トワークだということでお聞きしておりますので、そういうことが町全体の中で立ち上がって

くれば、いろんな活用の方法がまだまだ検討できるだろうし、効率的に使っていくことができ

るのではないかと考えておりますので、そういうような部分での立ち上げが、今、商工会の若

い人方が中心となりながら「盛り上げ隊」という形でいろんな活動をしております。新しい力

が今立ち上がりつつありますので、そういう方々とも十分協議しながら、より一層町の中が賑

わうような方向に向けた協議を進めていければと思っておりますので、ご理解を賜りたいと思

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 そろそろ制限時間いっぱいになったのではないかと思います。これで最後にしたいと思いま

す。今、話のやり取りの中でもおそらくカンフル剤的なものは無いと思います。そうではあり

ますが、やはりいろんな取り組みの中から、町長も先ほど述べられたように、少しずつでも良

いからきちっと活性化に向けた一つの歩みと言いますか、変わっていけるような部分を築いて

いきたいなと。それには当然、官民一体、そして町民が買い支える、我々が支えるんだという

意識のもとに取り組んでいかなければ、なかなか活性化に繋がっていけないかなと、そのよう

に感じる次第です。今後ともご努力のほどよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わりた
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いと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど来からの件でありますが、商工業を中心とする町の活性化対策という部分であります。

どの業種が云々ではなくて、町全体としてそういう産業が賑わって活力が出てくることが最も

好ましい姿かなと思っております。そうした中で１業種だけ、１カ所だけがということではな

い、町民挙げてまちづくりをお互いにやり遂げていくんだという、そういう気持ちで進めてい

ければなと思っているところであります。これからも町民の皆さんの意見を聞きながら、そし

て関係する皆さん方とも意見を交換しながら、より良い方向に向けたまちづくりを進めていき

たいと考えているところであります。まだまだ大変な時代が続くかと思いますが、それにめげ

ずにこの逆風を何か良い方向に向けていくような、皆さんで知恵を出し合っていきたいと考え

ているところでございます。 

 以上、申し上げまして答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、勝又武司君の質問を終わります。 

 これで、一般質問を終わります。 

 ここで、３時２５分まで休憩といたします。 

                               休憩 午後 ３時１０分 

                               再開 午後 ３時２５分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 

●日程第３  議案第２８号～議案第３４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 一括議題となっております、議案第２８号から議案第３４号までの各会計予算に

ついて、質疑を行います。 
 質疑の進め方について、事務局長に説明させます。議会事務局長。 
 
○議会事務局長（柏木繁延君） 
 （質疑の進め方 説明） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑の進め方について、説明を終わります。 

 議案第２８号 平成２５年度清里町一般会計予算について、質疑を行います。 

 一般会計歳出から質疑を開始します。 

 説明員交代のため、暫時休憩いたします。 
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（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 １款議会費・１項議会費・１目議会費。３９ページ～４０ページ。 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 ４節の共済費の１,１９５万５千円は、ＯＢの年金の関係だと思うのですが、それはずっと継

続して町が負担するものなのか、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 議会事務局長。 

 

○議会事務局長（柏木繁延君） 

 澤田議員、ご案内のとおり、本共済負担金につきましては、現世代の議員の議員年金廃止の

時の議論で既にご案内と思いますが、議員年金が終了するまでという形で、町村負担金が生じ

てきますが、金額につきましては年々率が下がっていく形になりますので、ご理解願いたいと

思います。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 議会の議事録作成システムに多額の金を費やしていただいて、その中で録音システムと言う

か、今まで録音したものを起こしていた作業が自動的にされると言うことなんですけど、議事

堂だけでしか使えないものなのか、会議室での委員会等でも利用できるものなのか、お伺いし

たいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 議会事務局長。 

 

○議会事務局長（柏木繁延君） 

 議員に確認でございますが、ただ今のご質問は４０ページ１５節の工事請負費の関係でしょ

うか。議場の音響システムにつきましては、このマイクのシステムが今は有線でございますが、

今後は無線になりますので、各種委員会室に移動して使うこともできます。また、議事録作成

システムにつきましても、各種委員会室で会議したものも編集できるという形になっておりま

すので、ご理解願いたいと思います。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 
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○６番（澤田伸幸君） 

 それでは、議会だけでなくて、議事録が必要な他の会議等にも利用はできるということで、

多目的に使えるということですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 議会事務局長。 

 

○議会事務局長（柏木繁延君） 

 そのようにお考えいただければ、と考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ、次に移ります。 

 ２款総務費・１項給与費・１目職員給与費。４０ページ～４１ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 １目職員給与費の２節一般職給ですが、今、国家公務員の給与を国は７．８％減額するとい

う旨が出ておりますけども、確か当町の方々はラスパイレス指数が管内でもかなり低いのかな

と思います。もし、仮に国が出している施策の中で、当町が実施しないとなると、国の方から

何らかの制約あるいはペナルティーと言うか、そういうものがあるのかどうか、ちょっとお聞

きしたいんですけど。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今の職員の給与の関係のご質問でございますが、本町においては昨年と同じようなラス

パイレスで計算した場合については９６．４。昨年と同じ方法で計算したら９６．４です。た

だ、国においては昨年から７．８％減額しておりますので、国の減額後で比較いたしますと、

１０４．４％となっているところでございます。国においては今年の１月２８日付で総務大臣

から各都道府県知事と各都道府県議会議長宛に、地方公務員の給与改定に関する取扱いという

ことで、国においては東日本大震災等の財源確保のために給与を減額しているので、市町村に

ついても国に準じた措置をお願いしたいという要請が出ているところでございますので、ご理

解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 国に準じた策はいいんですけども、当町はかなり低いベースの中でさらなるベースダウンと

いうことをすると、考えるのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 国はこの後、２月中旬に各都道府県を集めて説明会を開いております。国の示しているパタ

ーンとしては、まず、従来から国より高い１００を超えているところ、国が７．８減額したの

と比較いたしますと１０７．８以上の市町村及び都道府県については、国は超えている市町村・

都道府県に対しまして、最低でも７．８の減額はお願いしたい。尚且つ１００を上回っている

分については努力されたいという内容でございます。それから、本町のように従来から国の１

００を下回っていて、今回国が７．８引下げることによって１００を超える町村については、

１００を超えた部分について１００になるようにとの要請が出ております。それからもう１つ

のパターンといたしましては、国が７．８引下げても尚且つ１００以下の市町村については、

国は特段要請等はしていないところでございます。この件につきましては、減額の方法、各市

町村の動向等もございますので、５月段階ぐらいまでに結論を出していきたいと考えてござい

ます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今の説明によると、３パターンあると。国の基準より高い地方自治体の場合はそれなりに下

げる方向で行くと。そして下げ幅、そして当町のように７．８引下げたとしても完全に低い給

与体系の部分に関しては、問題ないと捉えていいのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今説明した３パターンの内、清里町においては国が７．８引下げることによって、本町

のラスパイレスは１０４．４になります。ですから、国の指導等においては４．４を引下げる

ようにとの指導でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

 と言うことは、実質下げの方向性を出さなければならないということなんですね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 国の要請では下げの方向で検討していただきたいということで、実施時期につきましては、

本年７月～来年３月までとなっているところでございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今の一連の話でわかりましたけども、仮にその施策に反した場合、交付金の中で何らかのペ

ナルティー等があるのかどうか。現状維持のまま推移すればの仮定ですけども。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 清里町の主の財源であります交付税については、国においては７．８引下げることによりま

して、昨年まで１７兆５千億が、本年は１７兆１千億で、国は４千億円ほど引下げております。

それから、交付税の算定は今年の７月に実施されるわけですが、当然国の交付税の総額は減っ

ておりますので、本町に交付される交付税、基準財政需要額とか収入額等の勘案もありますが、

基本的には減ってくるものと思われますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ４１ページの総務費なんですけども、審議資料の１５ページで開基開町記念事業の方ですが。

これいいんですよね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ちょっと早いので、後に。 

 

○２番（池下昇君） 
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 審議資料の方に４１ページと出ているものですから。 

 

○議長（村尾富造君） 

 今は１目の職員給与費の質疑ですので。 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ、次に移ります。 

 ２項総務管理費・１目一般管理費。４１ページ～４２ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 改めまして、質問させていただきます。開基開町記念事業実施に対する町の基本的な考え方。

清里町１１５年、開町７０年という年に実施する根拠、基準があるのかどうか、ちょっとお伺

いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 記念事業につきましては、前回は１００年とか、清里町制施行・町名改称５０周年とか、開

基１００年の前は開基９０周年・開町４５年ということで、それぞれ節目の年に記念式典を実

施し、新たな決意でまちづくり等を進めてまいると言うことで、実施しているところでござい

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 最近は時代の流れがすごく早くなっていると感じるんですけども、１０年ごとに式典をやる

必要性が本当にあるのでしょうか。その辺、もう一度答弁願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 式典の関係でございますが、当然今回においては、明治３０年に開拓の鍬が下ろされて１１

５年、それから昭和１８年４月に斜里町と小清水村から分村して７０周年という記念の年にも 

あたりますので、当然、先人の皆さんのご労苦に感謝するとともに、新たなまちづくりの自立

に向けて躍進する年として、町民一体となって記念式典を実施してまいるということで、ご理
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解いただきたいと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 この式典に対して１８１万４千円、その他に資料収集のための臨時職員が１０５万円使われ

るのですが、百年史発行からわずか１５年ということで、町史の追加の必要性、それも臨職を

使うという意味合い。資料収集のためと書いているんですけども、役場のそれぞれの部署の職

員の中に統計とパソコンにデータは入っているはずだと思うんですよ。そんな中で職員で十分

対応できる範囲ではないかと私は思うんですけども、なぜ臨時職員まで使う必要があるのかな

と。この辺、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今の臨時職員のご質問でございますが、町史を作ってからもう１５年経過しております

ので、清里町も大きく変わってきておりますので、当然１５年間の資料収集を行うわけでござ

いますが、この考え方としては、嘱託職員等で例えば町内のあちこちに出向いて、資料を集め

てくるとか、そういう作業を行うための臨時職員の賃金でございます。当然、職員ではなかな

かでき切れない部分について、臨時で対応するものということで、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 そういう人的なもので、足で歩いて資料を作ると言うことなんですけども、皆さんのパソコ

ンの中にはいろんなそういうデータというものは無いのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 パソコンの中にはそれぞれ断片的にはデータがあるかもしれませんけども、ただ、パソコン

が普及してまだ１５年も経っておりませんので、本格的にパソコンが普及したのが平成１４年

以降となっておりますので、やはり昔の資料等を集めなければならないので。それと、パソコ

ンのデータそのものの資料が印刷に使えるものではございませんので、当然、資料として集め

る作業が出てくるかと思います。 



135 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 １０５万円という臨職の金額がついているんですけども、時間的に相当かかるのですか、こ

れは。町史を作ると言う意味合いでのデータ調べというものに関して。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 １０５万円の内、５万円は消耗費部分でございますが、時間的には相当かかると思いますし、

平成２６年度においてはこの資料を基にして編集委員会を組織し、２７年度にはそれを基にし

て編集・製本ということで進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 １目一般管理費について、他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目財産管理費から３目地籍管理費まで、一括質疑をします。４２ページ～４４ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 財産管理費の中の１１節需用費の修繕料が４００万あるのですが、これはどのような修繕の

名目なのか、説明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今ご質問のありました、財産管理費の中の修繕料４０３万１千円、これにつきましては、

町の管理施設全般で緊急性があり、即座に修繕しなければ事務事業に支障のあるものというこ

とで、それぞれ町の管理施設の、例えば公用車とか庁舎の建物関係、パソコン関係、暖房機、

草刈機、車の車検、小破修繕、事務機器の修繕、施設修繕とか、あとは町で管理しております

旧江南・新栄小学校とか、レストハウス、神威・江南の集会施設等の修繕料を、それぞれ積算

しているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今の説明だと、かなり多岐に渡って修繕項目があるとなると、果たしてその４００万で足り

る金額なんですか。車検から各関連施設等の修繕費ということで説明を受けたんですけども。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 これはそれぞれ積算はしておりますが、前年あるいは前々年度の決算状況等を勘案しながら

予算計上しているということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 仮に車の修繕料で、スポット的な話で大変恐縮なのですが、どのくらいかかっているのでし

ょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 車の修繕も小破修繕と言うことで、事故を起こした時の修繕等ではございません。積算とし

ては車検と車の修繕、事務機器の修繕等で、この中の積算では１２３万１千円ほどでございま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 １３節の委託料、委員会でも説明があったかと思いますけども、再度お聞きしたいと思いま

す。消防用設備等機能点検業務委託料とＰＣＢ廃棄物処理業務委託料、これらの中身について

お聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 
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 ただ今、消防施設とＰＣＢの委託料の関係でご質問がありましたが、先にＰＣＢ廃棄物処理

委託料の関係からご説明いたします。これについては、町でＰＣＢを保管しております旧清里

中学校のトランス１台、旧清里中学校の蛍光灯の安定器８１個分、これに要する委託料として

計上しているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 答弁調整してください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 消防施設の点検業務委託でございますが、全体金額で１４８万７千円で、内訳といたしまし

ては役場の庁舎、町民会館、江南研修センター、神威研修センター、レストハウスきよさと、

札弦センター、緑センター、生涯学習センター、郷土資料館、オートキャンプ場、パークゴル

フ場、各小中学校、給食センター、トレーニングセンター、プール、ゲートボール場、武道館、

各保育所、保健福祉総合センター、農業振興センター、公営住宅等の消防施設の定期点検に要

する委託料でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今の消防設備の点検については、清里の消防職員がやるんじゃなくて、専門業者が来て点検

をしていくということで理解しましたが、この点検業務というのは毎年なのか、それとも何年

かに１回と義務付けられているのか。その辺確認しておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今説明いたしました、消防の設備点検につきましては、資格を持った委託業者が消防法

の規定に基づき、毎年、施設をそれぞれ点検するものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 消防の方については理解をしましたが、先ほどのＰＣＢ廃棄物処理業務委託料については、

金額も８００万となっているわけで、先ほどの説明ではトランスだとか、メーターの保管して
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いたものを処理するということなのですが、いつの物なのか。最近取り換えた物を処理するの

か。額も大きいので、その辺を詳しく聞きたいんですけども。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ＰＣＢ処理の委託につきましては、昭和４０年代に建設いたしました清里中学校が、前回改

築の時、ＰＣＢが含まれているので産業廃棄物で処理ができないと言うことで。このＰＣＢは

今、国が進めている事業でございますが、北海道では室蘭に国が指定した施設があり、各市町

村が順番待ちと言いますか、保管して時期が来たら、例えば今年はオホーツク管内の市町村と

かということで処理するものでございます。そして、中小企業につきましては、国から処理費

の７割の補助、また、今年から市町村に対しましても過疎債が使えるということで、本町にお

きましては８００万の事業費全額を過疎債を充当してまいりますので、実質の負担は３割かな

というところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 １５節の工事請負費の旧営林署住宅撤去工事請負費５４８万１千円ですが、これは２階建て

も含めてだと思うんですけども、４戸だったでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 旧営林署跡地の住宅跡地につきましては、今年３月に取得したところでございます。ここに

建っていて道路敷地に引っかかると言いますか、１棟４戸建ての２階建てが１棟、１棟２戸の

平屋が２棟ということで全部で３棟と、住宅の前に建てられている物置等を含めてこの金額で

取壊しを行うものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 その部分はこの目で見ているのでわかるのですが、反対側に２戸ほどあるのは全然関係ない

ものなのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 反対側にもやはり営林署の建物が建ってございます。それについては、土木費の中の道路新

設改良費で工事請負費を見ています。この中で道路工事と合わせて取壊しの予算が入っており

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 この金額でいきますと５００万足らずですから、解体というものは含まれていないんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 総務費で予算を見ている５４８万１千円につきましては、解体、撤去、地ならし等もありま

すが、これを含んだ工事価格ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 たびたびすみませんが、ＰＣＢの関係のお話をもうちょっと聞きたいのですが、先ほど説明

があったように旧中学校のトランスということで、大きい物かなと思うんですけども、今現在、

２校閉校した学校にも同じようにトランス等があると認識しているんですけども、これらは今

後、同じような方向性の中でＰＣＢの管理業務、廃棄処理を今後総務課の中で執り行うという

ことで捉えてよろしいのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ＰＣＢのトランスの関係でございますが、原則的に平成４９年以降のトランス等には入って

ございません。ただ、それ以前については個々にメーカー確認あるいは国等に確認しないと判

断できない状況にございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

 だから、旧新栄小学校、旧江南小学校はどうなんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 暫時休憩します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今確認をしていますので、若干休憩をしていますが、加藤議員から質問があるようです

ので、再開いたします。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 同じくＰＣＢの関係なのですが、今年度８００万かけて処理をするというのですが、これだ

けで、あとは無いのかということです。今、新栄・江南の話がありましたが、旧中学校の関係

については今年度でこれで終了するのかという問題。それと、今日まで保管は業者に委託され

てあったのかどうかも併せて、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 今の質問も含めて休憩します。それで答弁調整してください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解きます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 学校のＰＣＢの関係でございますが、旧江南小学校、旧新栄小学校については、ＰＣＢを含

んだものはありません。それから、加藤議員からご質問がありました、今回のトランスと安定

器で町のＰＣＢは終了するのかというご質問でございましたが、基本的にはこれで終了いたし

ますが、安定器から検体だけ取ったものがあるんです。試験をするサンプルとして。それにつ

いては２６年度以降で国で定められた年度に処理するようになります。ただ、検体ですので、

膨大な費用がかかるとは考えてはございません。それから、このトランスと安定器については、

役場の地下に漏れない箱に厳重に、管理者を置いて今まで保管してきているところでございま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいでしょうか。 

 本日はこれにて延会といたします。明日は９時３０分から再開となります。４目から始めま

す。本日はご苦労様でした。 

                              散会  午後 ４時０５分 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は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３番 勝又武司君、４番 加藤健次君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第２８号～議案第３４号 

 日程第 2 平成２５年度各会計予算質疑を行います。 
 昨日に引き続き、予算質疑を行います。 

 ４目広報費から５目自治振興費まで、一括質疑を行います。４４ページ～４５ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ４目広報費の中の１３節委託料。この中にホームページソフト更新業務委託が今回入ってお

りますけども、この中でやはり更新が遅いとか、そういう部分の指摘が何度もされているんで

すけども、現状の中でどのような更新の流れになっているのか。誰が担当しているのか。今後

この更新業務を外部に委託するものなのか。あるいは完全にリニューアルをするものなのか。

その辺を説明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今、ホームページの更新等のご質問でございますが、ホームページの更新等につきまし

ては、例えば年度当初においては新たな事業とか、新たな制度の単価が変わるとか、基準額が

変わるとか、こういうものにつきましてはそれぞれ原課で更新を行っております。それから、

ホームページの広報等についても毎月掲載しておりますし、それらについても原則的にはそれ

ぞれ担当で更新を行っているところでございます。それから、今後のホームページの更新につ

きましては、今使っているホームページは平成１８年６月に購入し、８年を迎えております。

従いまして、操作性などの問題もございますし、最近のホームページ等につきましては、例え

ば見ている方が字の大きさを選択できるとか、期間と経過とともに常に新しい見やすいホーム

ページが出てきておりますので、それに向けて更新を実施してまいるところでございますので、

ご理解いただきたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 更新は日々更新するのが常なんですよね。一般的なんですよ。そしてやはり使いやすいホー

ムページを今後作りたいという旨で、多分予算計上していると思うんですけども、文字の大き

さだとか、そういうものは今の現状の中でもある程度、ちょっと小さいのは現実なんですが、

使い勝手という部分でやはり考慮していただきたいという点と、多分この後も出ると思うんで

すけども、防災のメールももし今後可能であれば、そういう形になった時に、トップのメニュ

ーの中でどのような情報伝達ができるのか。そこは真摯に検討課題として持っていただきたい

ということがあります。情報はやはり瞬時に出すべきかなと思いますので、そういう点につい

ての取り組みというのは総務課内で検討されているのか、ちょっとお聞きしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ホームページの管理の関係につきましては、情報等の更新につきましては事業が終わるごと

に更新しているもの、日々更新するものなどが当然ございます。今後更新に向けてですが、当

然、内容等につきましてはプロポーザルによりまして業者を選定してまいりたいと考えており

ますし、導入にあたっては職員の横断的な委員会等を設置し、いずれにしても見る方に見やす

く、親しみやすく、多くの方に見ていただけるようなホームページを作ってまいりたいと考え

ているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 わかりました。多くの方に見てもらうと。いろんな行事もできれば広報誌が月に一度は出て

いますが、今はかなり伝達のスピードが速いですから、やはりＳＮＳですか、ソーシャルネッ

トワークシステム等を活用するのも一つの考えかなと思うので、その辺も十分検討していただ

きたいのと、もう１つ、清里会だとかの案内もトップページに挙がっているんですけども、た

またま東京清里会の人に会うことがありまして、なかなか清里町の瞬時な情報が見えないんだ

よね、と言う話もあったので、そこら辺もニュースとして、情報源としてやはり見ている人は

見ているのかなと。これはやっぱり町の広報としての活用は、従来のマスメディアの情報誌で

ある新聞等よりも、こういうインターネットの環境の中でかなり周知がされていると思うので、

その辺も含めて熟慮していただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（島澤栄一君） 

 今回の更新に合わせまして十分検討して、いずれにしても見やすいホームページを作ってま

いりたいと考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私も同じホームページの問題で、３３０万の予算が計上されているのですが、まず、ホーム

ページの更新業務委託料の具体的な内訳を聞かせていただきたいのですが、これは機械の更新、

サーバーの更新なのか、ソフトの更新なのか、デザインの更新なのか、その辺の内訳をお聞き

したいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ホームページソフト更新業務委託料の３３０万円の内容でございますが、今現在のホームペ

ージの内容を新たなシステムに更新いたします経費と、それと合わせまして、今回ホームペー

ジの内容が変わりますので、当然職員に対する研修等、それとサーバーを外部に置きますので、

そのサーバー使用料、それからホームページにかかるソフト経費と合わせまして３３０万円で

ございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、総務課長から説明いただきましたけども、先ほど前中議員がおっしゃったとおり、災害

等の時にやはり遅いんです。それと、今頃の更新ってちょっとおかしくないですかと。他町か

ら見ると相当遅れているような、そういう感覚を私は持っているのですが、その辺いかがです

か。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今の災害等のホームページの掲載ですが、これはホームページからリンクする方法を今

取っておりますが、今後についてもこの辺は検討してまいりたいと思います。それから、他町

村から見て遅れているとのご指摘でございますが、平成１８年６月に入れて、１回入れますと
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７～８年、パソコンもそうですが、当然使いますので、経過とともに内容は遅れてくることは

事実だと認識しているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 検討するということでありますが、検討する事項があまりにも多過ぎて、こちらも精査する

のが大変なんですけども、情報と言うのは共有がすごく大切で、行政サービスの向上とか必要

性はすごく認識しております。問題点は何かと言うと、清里町の場合は、速やかに新しい情報

提供がされていないと言うのが一番の問題であって、情報提供に対する基本姿勢がなっていな

いんじゃないかと、私はそのように感じているんですけども、その辺いかがですか。聞いてい

なかったですか。もう１回言いますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 情報の速さの問題でございますが、広報等につきましては１日に広報を発行するのと同時に

ホームページにも掲載しておりますし、当然、早く情報を提供できるもの、それからいろんな

事業等については１回掲載しますと、事業が終わるまで掲載しているものもございますので、

できるものについては当然早くやっていこうと思っているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ６目交通安全対策費。４５ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ７目防災対策費。４６ページ。 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 １８節の備品購入についての明細を教えていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今ご質問のありました、１８節備品購入費の内訳でございますが、これにつきましては、

衛星携帯電話の更新ということで、現在清里町、札弦センター、緑センターに設置しておりま
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す衛星携帯電話を更新するものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 それは古くなったと捉えてよろしいのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 古くなったと言いますか、今の携帯電話が使えるのが来年の３月３１日までで、形態が変わ

りますので、それに合わせた携帯電話を購入するものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問が無ければ、次に移ります。 

 ８目町有林管理費。４６ページ。 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 １３節の委託料と１５節の工事請負費、これは町有林立木調査委託料と町有林管理工事請負

費ですが、この面積と場所がわかったらお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町有林管理費の執行にあたりましては、平成２４年度に策定いたしました「町有林管理計画」

並びに「清里町森林経営計画」に基づきまして、事業を進めてまいります。ただ今ご質問のあ

りました１３節の委託料、町有林整備委託料につきましては、青葉町有林の林道の整備という

ことで草刈業務でございます。並びに青葉町有林の林道などに倒木しております木の除去費用

ということで、整備委託料１４万６千円を計上しているところでございます。同じく委託料の

町有林立木調査委託料の関係でございますが、本年度から皆伐事業を進めることにしておりま

す。立木売払要綱に基づきまして、皆伐する所については事前に毎木調査を実施して、材積量

を把握した上で入札業務を行うということから、今年度皆伐する予定の１０ヘクタールと来年

度皆伐する予定の１０ヘクタールを合わせて２０ヘクタールについて、立木調査委託を行うも

のでございまして、場所につきましては青葉町有林でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 そうすると、工事請負費の町有林管理工事請負費が、今年の１０町歩と来年の１０町歩の。

この町有林立木調査委託料１７４万２千円が毎木調査ということですよね。そして、工事請負

費は今回１０ヘクタールを伐採するための工事と言うか、そういうことで理解してよろしいの

ですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 １３節委託料の町有林立木調査委託料１７４万２千円は、本年度皆伐する部分の１０ヘクタ

ールと、来年度皆伐する部分の１０ヘクタールの毎木調査委託料でございます。１５節工事請

負費の町有林管理工事請負費３０５万２千円につきましては、江南町有林の下刈事業、１．４

ヘクタールに係る工事費１０万２千円、青葉町有林、旧青葉牧場に５ヘクタール新植するのに

係る工事請負費が２９４万８千円、合わせて３０５万２千円になるものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 田中議員の質問に関連すると思いますが、工事請負費３００万ちょっとですけども、カラマ

ツを伐採するということでありますが、今後、公住にしましても平成２６年度からはコンクリ

ートから木造にするという計画でおりますし、青葉地区に関しましては伐期を迎えているカラ

マツがかなり見受けられますし、風が強ければ大分寝ている木も見受けられますし、今後これ

についてどのように考えておられるのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町有林の皆伐につきましては、毎年１０ヘクタールを目安に皆伐を進めてまいりたいという、

町有林管理計画での計画でございます。それと合わせまして、カラマツ材などを公共の事業に

利用することは、というご質問かと思いますが、この辺につきましてはあくまでもカラマツの

皆伐は町有林管理計画に基づき実施していく中で、公共施設などに使用できる物があるかにつ

きましては、町全体の総合的な部分で検討してまいりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 
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○７番（村島健二君） 

 実は昨年、浜中町の方に視察に行ってきたわけでありますが、やはりカラマツにしましても

ある程度切ってから乾燥するまでの期間も必要でしょうし、町としてそういう計画で２６年度

からそういう考えでおられるのであれば、伐採、伐採と言っても１０ヘクタールずつやるよう

な話でありますが、これに関してももう少し入れ込んだ考えでやった方がよろしいのではない

かなと。実際に公住に木を使用しないのであればいいんですけども、浜中町はカラマツの使用

でかなり立派な物が取れていると、私もこの目で見てきたわけですが、そのことについてどの

ように考えておられるか、お聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 皆伐計画についてでございますが、現在６２、３年の林齢のカラマツが青葉町有林に６０ヘ

クタール以上ございますし、また、６０年に近いトドマツも４５ヘクタールほどあり、合わせ

て１１０ヘクタールほどが６０年前後の山となっておりますので、これらの木を計画的に町有

林管理計画に基づいて皆伐を進めてまいりたい。１０ヘクタールぐらいずつ進めていかなけれ

ば、８０年とかになってしまう物の出てくる可能性がありますので、計画的に進めてまいりた

いと考えております。なお、公共工事等に利用できるかどうかという部分につきましては、町

有林管理計画の上では記載されているものではございませんが、町全体として公営住宅などに

使用できるのかどうかも含めて、十分検討させていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今の課長の答弁では十分に検討していきますと言うことなんですが、２６年度からの公営住

宅についてはそういう形で着工していくと。木造の関係についてはしていくと言うことになっ

ているわけです。そういう中では十分検討されると言っても、期間的な余裕はそんなにないと

捉えるわけですが、現時点で使用するのであれば、こういう形で使用していきたい。あるいは

可能なのかどうなのか。この辺については切り終わって、今年の秋になってやっぱりだめでし

たと言ったら、明年度からの町有木の使用というのはなかなか難しいと言うことになると思う

んです。基本的には積極的な使用の意志があるのか。木造で公営住宅をやると言うのは、コン

クリートよりも基本的に高くなるよと前提があります。だけれども、そういう中でも町有木を

きちっと使っていくのかどうなのかという問題というのは、町として現時点でどういう基本的

な考え方の整理がされているのか。ましてや４０年、６０年という伐期地がある中でどういう

ことをされているのか。そして、今回の町有林立木調査委託を今年度１０ヘクタール、明年度

１０ヘクタール分ですよと言われたわけであります。と言うことは、来年に対しての部分につ

いても立木としてどういう状態の物があるのか。こういうものが当然把握できると思うわけで
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す。そういうことを踏まえた上で現時点でどう捉えているのか。 

 それと、今年の１０ヘクタールと来年の１０ヘクタールの調査費として１７４万２千円計上

していますが、明年度はどこをしようとしているのか。それと今年度の１０ヘクタールを伐採

することによっての立木調整費、あるいはそこにおける立木代金ですよね。結果として収支が

どのようになっていくのか。今年度の予定として。そのことについてお聞かせいただきたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 まず、皆伐に向けた立木調査委託の場所でございますが、平成２５年度に皆伐を予定してい

る所も、２６年度に予定している所も、カラマツやトドマツが６０年前後に達しております、

青葉町有林を予定しております。次に、皆伐の場合の収支でございますが、現在予算書の方に

上がっております、その他財源の５７６万３千円が立木売払いによる収入として計上している

ものでございまして、これはあくまでも２～３年前に東部森林室の方で、毎木調査を実施した

面積を基に積算している金額でございまして、この金額につきましては、今年度これから実施

いたします町有林立木調査委託料の成果が出てきた段階で、きちんとした材積量が出てきます

ので、改めて収入を積算するものでございます。経費につきましても、立木調査の結果により

まして立木本数並びに材積数が出てきますので、それを基に経費を積算いたしまして収入が決

まるものでございます。収支のバランスでございますが、経費をどこまで、新植した時の苗木

代から含めて計算するのか、今回の立木売払いに係る収入から経費だけを差し引くのか、また、

切った後に新植するわけでございますが、新植する場合の道補助金なども加味した上で計算す

るのか、いろんな計算の仕方はあろうかと思いますが、今概算で積み上げているところでは、

立木売払い収入から来春に新植して、それに係る道補助金を入れますとプラスになると積算し

ているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 答弁漏れがあります。木の利用について答弁を。 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 町有林カラマツを利用した公住の関係でございます。前にもご答弁申し上げたかと思います

が、町有林、いわゆる自分の町で育ったカラマツを利用して家を造るというのは、理想だと思

っておりますし、町長もいいなと言う考えをお持ちでございます。ただ、前々から言っていま

すように、カラマツの暴れる部分がかなり心配な面がございまして、議員さんから浜中の工場

を見に行ったとのお話をお聞きして、今調査中でございますが、今回公住の木造の実施設計に

参加しておりますので、その中で採用したら、価格の比較もございますし、どこに使えるかと

いうのもございますし、その設計業者といろいろ比較しながら検討していきたいと考えてござ

います。早急に調査をしていきたいと考えておりますし、当然、町有林のカラマツをここに用
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いましたというのはＰＲにもなりますし、公住の理想的な考え方かなと考えてございます。そ

ういったことでもう少しお時間をいただいて、設計業者と比較しながら実施設計に採用してい

きたいと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 先ほどの答弁の中で、ここに出ている立木収入は一部やった予定の数字ですよと。しかし、

予定の数字と言いながら、こうやって把握できているわけです。予算書に載せているというこ

とはそんなに大きな差異が出る予定ではないと、私は捉えるのですが、そういう環境の中であ

りながら、立木調査をしていく中での必要性の部分、やり方の。もう少し合理性のあるような

やり方をもっと研究されていくべきな気がするのですが。ここで南部森林組合の部分調査と言

いましたっけ。その部分の調査データを基にこれを出しましたと言う表現があったわけですが、

部分的調査をした所については経費がかかっていないのか。されているのか。あるいは町有財

産でありますが、法律上あるいは条例上、いろんな形の中でクリアしていく、改善してできる

方法は無いのか。その辺、これから７０ヘクタール、８０ヘクタールとたくさんあるという現

状の中では、スピーディーな環境の中でそのことをされていただきたいと思います。それと、

課長の答弁の中で、２カ年の中で青葉で行いますと言う表現ですけども、予算審議資料の中に

は１８班とちゃんと書いてあるわけで、この１８班という区画が２０ヘクタール以上ある区画

なのかは、私は承知しておりませんけども、その辺についても答弁ではもう少し丁寧に。青葉

と言ったって全部が青葉なので、計画性を持ってやって行くのであれば提示をしていただきた

いと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 皆伐する場所についてでございますが、青葉１８林班の中には小班が２０近くまでありまし

て、今予定しているのは１６小班と１７小班、最終処分場がある所の周辺ということで考えて

ございます。 

 次に、概算で収入が出ているので、スピーディーにできないかという部分でございますが、

このやり方はオホーツク振興局の東部森林室というのが北見にありまして、そこの職員に部分

調査を行っていただいているものでございます。これは１０ヘクタール皆伐しようとしました

ら、その全体面積の中で木の平均的な立木、平均的に生えているような場所を選定しまして、

２０メートル×２５メートルの部分の調査をするものですが、１０ヘクタールに全部しますと

当然、かなりの誤差が出てきますので、今回は立木売払いということで、全立木調査を実施し

た上で、立木本数、材積数などを正確に把握した上で実施するものでございます。条例等にお

きましても、立木売払要綱等を設置し実施するものでございますので、スピーディーに実施で

きるものと思っております。 
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○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 先ほど副町長から説明がありました、カラマツを公営住宅に使っていくということですが、

暴れると言う表現をされましたけども、原木そのままでは乾燥しても完全にねじれが出るので、

やっぱりカラマツの集成材と言うか、太い物でも十分立派な物が造れると言うので、清里の材

料を使ったという意味合いが強いので、集成材での利用という意味が有効ではないかと思うの

ですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 今の澤田議員のご質問でございますが、当然暴れるから集成材でフィンガージョイントとか

ということで集成材を造っている。今技術が発達しています。ただ、やっぱり費用対効果だと

思うんです。トドマツであれば一つの物で安価に入るかもしれませんし、隠れる所に集成材を

扱うというのももったいない部分もございますし、表面に例えば壁とか、現せる梁とか、そう

いう物に集成材を使うのは見た目も良いかなと考えてございますので、設計詳細を参考にしな

がら、どこにカラマツの集成材あるいはカラマツの羽目板を造れるのか、使えるのか、その辺

も検討しながらいきたいと考えてございます。隠れる所に高い物を使うというよりも、使える

所、使えない所をいろいろ判断しながらいきたいと。ただ、うちからカラマツを浜中なら浜中

に送って、いくらぐらいかかるのか、そういうものを調査しながらいきたいと考えてございま

す。町内で育った木を町内で使う、住まいに使えるということは、とても良いことだと思いま

すので、武道館も正にそのとおりの施設でございます。そういったことで今回は調査をしなが

らできる限りの採用をしていきたいと考えてございますが、設計がまだできておりませんので、

その辺、具体的にどのぐらい使えるかというのは答えられないのがちょっと残念ですけれども、

そういったことでご理解いただきたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 武道館は清里の材料を使ったのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 
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 武道館は集成材を、大きな梁がありますよね。昔、新栄の体育館とか清里小学校の体育館に

使ったような大構造の集成材。あれはうちのトドマツを、確か砂川の集成材の工場に送って造

った物でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 公営住宅にトドマツでもカラマツでも有効に利用するということで、検討を入念にやってい

ただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 できる限りの検討をさせていただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ９目支所及び出張所費から１０目緑センター費まで一括質疑を行います。４６ページから４

７ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １１目顕彰費から１２目報酬等審議会費まで一括質疑を行います。４７ページ～４８ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ８節報償費ですが、今年度、開基１１５年開町７０周年ということで式典がございますが、

それを踏まえた中でこの報償費はどのような形で積算されているのか。前段で話した記念式典

の方の、中身はわかりませんけども、顕彰者が多ければそれなりにボリュームがあるのかなと。

抑えながらであれば現状の中でこの金額なのか。ちょっとわかりませんけども、その辺も絡め

てご説明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今ご質問のありました報償費の中の、今回の清里町の開町７０周年に係る部分のご質問

でございますが、この顕彰費で予算を見ているのは、従来の町の顕彰条例に基づきます各自治
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功労とか社会福祉功労などの方の予算を見ているところでございまして、記念事業の分につい

ては、総務費の一般管理費で予算を見ているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １３目職員福利厚生費。４８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １４目総合庁舎管理費。４８ページ～４９ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 １４目総合庁舎管理費の中の１５節工事請負費ですが、庁舎内の照明器具をＬＥＤの設置に

取り替えるという形で今回計上されておりますが、これを順次執り行っていくのかなと思うん

ですけども、その中でどうしても金額的にいろんなコストだとか兼ね合いの中で、かなり高額

になって、町も再生エネルギーの兼ね合いの中で、今後種々検討するということですけども、

順位の中で果たして庁舎が先なのか。細かい話をしますけども、本当に街路灯、防犯灯の部分

のＬＥＤ化を先に進めるという、一つのプランもあるでしょうし、その中で庁舎を優先的に予

算計上したという理由を説明していただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今回の庁舎管理費の１５節工事請負費の、庁舎の照明器具の取替の関係でございますが、庁

舎についてはご存じのとおり、昭和４８年に建設され、それ以降４０年間今の蛍光灯を使って

いるところでございます。従って、最近コンデンサー等の不都合が生じたり、蛍光灯の管を支

えている両脇に器具がありますが、それが緩んで蛍光灯が落ちそうになっているためにダンボ

ールをはめて落ちないようにしているとか、課長席等についても一部蛍光灯が点かない場所が

ございますので、蛍光灯の下に席を動かしているとか、いろんな諸問題もございますので、今

回３年間の年次計画で、庁舎の蛍光灯をＬＥＤ化に優先してまいりたいと考えております。 

 また、街路灯等の照明につきましては、確か４、５年前にナトリウム灯に交換しております

ので、この耐用年数があと２、３年後にきますので、その時にＬＥＤ化を検討してまいりたい

と考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 
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 ネジが緩んだとか、段ボールを挟んだとか、そういうこともありますけども、つい最近もあ

ったんですけども、自治会の中の防犯灯でも同じように外部カバーが外れたり、電気も点かな

いという案件もあります。今、その説明から判断する中で、庁舎における電気代はどのくらい

の金額なんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今の庁舎の電気代の関係でございますが、この予算科目の中の光熱水費、２６１万３千

円の内、庁舎に係る電気分については２２８万程度でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 私も議員になってまだ２年ですが、よく出てくる費用対効果という部分を考えた中で、その

バランス、僕は庁舎内のＬＥＤ化は進めるべきだと思うんですけども、果たしてどうなんでし

ょうね、というのが自分の中で駆け巡るんですね。その２６０万の１年間の電気代、そして片

やここでＬＥＤ化にすることによって、どれだけの電気代の圧縮が図られるのか。長寿命化が

できると言うことは本当に理解できます。ただ、投資と言うか、バランスであまりにも金額が

大きいのかなと。その辺、費用対効果の面ではどのように捉えるのか、ちょっと説明できれば

お願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今のＬＥＤ化にした場合の費用対効果の関係でございますが、当然電気代は例えば１割

とか２割とか安くはなりますが、それ以前に庁舎の事務室等の蛍光灯については、もう既に限

界にきておりますので、早急にやらないと火事等の問題もありますので、庁舎等の照明は今回

取り替える機会にＬＥＤ化にするものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ちなみに、照明等あるいはコンデンサー等の機具機材全体で、庁舎内でどのくらいの数があ

るのでしょうか。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 積算資料ではそれぞれの階ごとに台数を積算してございますが、集計していないものですか

ら、この段階でお答えできないので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 数を認知していないということでよろしいんですね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 時間をいただければ集計いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 時間をとれば出すようですが、どうしますか。休憩しますか。 

 

○１番（前中康男君） 

 いいです。あとで出していただければ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 前中議員から今、総合庁舎の器具取替工事ということで２,２００万、３年間で５千万を超す

んですよね。今、課長から器具等が相当いかれていると。１階、２階と蛍光灯を見ますと、ま

ず蛍光灯は半分しか点けていないです。電気は。今の現状で。光熱水費２６１万３千円で２２

８万と積算で言っていましたけども、実態的にはパソコンとかそういう電気のほうがくってい

るんじゃないかと。こんなに２２８万もかかっていないんじゃないかと私は思うんですけども、

５千万かけたからといって電気料がただになるわけじゃないんですよ。ＬＥＤにしたからとい

って。大体３分の１ぐらいの金額になるだろうと。そうすると、費用対効果よりもここで本当

に３年間で５千万もかける必要があるのかと。総合庁舎は４８年から取り替えていないといっ

ているけども、５千万もかけて、あと何年ここにいるのですか。あと４０年もここにいるつも

りですか。やっぱり全体的なことを考えた中でやっていったほうがいいんじゃないかと思うん

ですけども。 
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 それと、課長に伺いたいのですが、役場全体施設の照明・電気の実態調査はしたことがある

のですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 前段の役場庁舎の照明器具をＬＥＤに交換するのは、蛍光灯の老朽化、火災等の危険性もあ

りますし、経年劣化等による交換とあわせまして、省エネ効果のためにＬＥＤに交換するもの

でございます。 

 それから、この役場庁舎をあと何年というご意見等もございましたが、これは将来にわたっ

て当然使っていくべきものと考えているところでございます。それから、町全体の町の施設の 

電気の積算等につきましては、昨年７月に計画停電、節電等がございました。その段階で全体

調査を行っているところでございます。ただ、その時の資料は今は持ち合わせておりません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 もう一度聞きたいのですが、優先順位とか経済的な合理性ということを考えた中で、これか

ら先も、じゃあ全体計画があるのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今回の庁舎の照明器具等の交換につきましては、全体事業費については概ね５,２００万程度

で、今回は１階部分全部と２階の事務室部分で２,２０７万円、来年度以降、２階の会議室と３

階、そして、再来年については消防や地下室等を予定し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） 

 質問ではないですが、先ほど時間があればといった部分は、まだ出ないのかなと思いながら、

確認なのですが、省エネとかそういうことよりも、火災や漏電などの問題からいくと危険だと

いうことで行っていくということであれば、私はいいかなと思いますが、ただ問題は、総額５,

２００万と言われている金額が、果たして正当なのかどうなのか。今現在、ＬＥＤなどの関係

については非常に価格的にも大きな変動をし、技術的にも品質的にも進歩している現状がある

わけで、そういう環境を踏まえたときに、公共事業で庁舎のＬＥＤ化の工事をするときに、単
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なる球だけでない、配線から何からの工事がされていくと思うわけですが、そういう詳細な部

分は、課長の説明の中では、ダンボールでやっていますよとか、基本的にはそんなことはあっ

てはならないわけですよ。基本的にはそういう部分は部分的修繕がなされていなければならな

いことだと、私は判断するわけでありまして、そういう環境の中で今回やっていくことについ

ては、もう少し、費用対効果という話ばかり出ますけども、基本的にすることよりも、そのと

きにかかる単価、経費、その部分を十分に整理をされていかないと、必要ですからやりますと

いって膨大な数字がボンと出てくるということが非常に多いので、その辺十分に、果たして本

当に３カ年事業でする項目なのか、あるいは緊急性のある部署、常時使わざるを得ない場所に

ついてやっていく、それ以外については少し延ばしていく中で、街灯だとかいろんな他の利用

の多い所をしていくべきなのか、検討していく内容があるような気がするので、その辺十分、

執行に当たっては気をつけていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 今回の庁舎内のＬＥＤ化につきましては、先ほど来、総務課長から申し上げましたとおり、

４７、４８年でこの庁舎が建てられて、その間内装工事も何度かやりまして、ついこの間は耐

震工事をやって、そのときに照明器具は置き去りになっておりましたけれども、約４０年間が

経って、やはり中のコンデンサー、あるいは先ほど総務課長が言いました、器具類も劣化して

おりまして、危険な状態であると判断いたしまして、取り替えなければいけないということで

す。取り替えるにあたって同じようなものではなく、軽減されるＬＥＤにしたらどうかという

ことで、いろいろ検討した結果、今回３年間で１階あるいは２階からやっていこうかというこ

とで、予算計上させていただいております。どうしても替えなければいけない部分がございま

す。と言うのは、コンデンサーが熱を持って煙が立ったという事故も現実にございましたし、

蛍光灯が落ちるということもございますので、危険という判断をいたしまして、今回３年間で

ＬＥＤ化をしたいということでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 理解いたしますが、今の副町長の答弁にもありましたように、耐震化をやった時点で配管の

部分もひどい所は当然されたと思うんです。できればそのときに計画的にすることによってコ

ストを下げることも可能であったと、逆に理解します。現実としてここまで来てしまえばどう

にもなりませんけども、そういういろんなことを踏まえた中で、肝に銘じてと言いますか、き

ちっと整理をして効率的な使用の仕方をしていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 
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○副町長（宇野充君） 

 光熱費の節電・節減につきましては、先ほど池下議員からもございましたが、役場といたし

ましては半分に使用を抑えながら努力しているという面もお答えいたしましたけれども、今後

も節電・節減に留意しながらやっていきたいと存じますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今の蛍光灯の照明器具の関係なんですけど、４８年頃の物だと。ちょっと話が前に戻ってし

まいますが、昨日ちょっと論議したＰＣＢの関係で、昨年中学校の蛍光灯のコンデンサーの処

理の部分で計上されていましたが、今回庁舎の入れ替えをしたときに、そのコンデンサーには

ＰＣＢは入っているのか。入っていればその処理料がまたかかることになるのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 数年前の調査のときに、蛍光灯のコンデンサーにつきましては調査済みでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 何ともないということですね。わかりました。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 １５目行政情報システム管理費 。４９ページ～５０ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １６目管内町村公平委員会費。５０ページ～５１ページです。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 
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 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 その前に先ほどの答弁漏れがございますので、報告していただきたいと思います。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今回の庁舎の照明器具で交換が必要な器具数は全体で５３４機になりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑を再開いたします。２款総務費・３項開発促進費・１目企画振興費から２目土地利用計

画費まで一括質疑いたします。５１ページ～５２ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ５２ページの１９節補助及び交付金、１番下の移住定住支援交付金３７５万円についてお伺

いしたいのですが、移住定住ということで新町に住宅地を整備しましたが、今現在の状況はど

うなっているのかお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今質問ございました、新町の移住定住促進団地の販売ですが、１４区画のうち１１区画

が販売済みでございます。そのうち４件が建設されているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 この事業は他の土地から清里町に移住する人のためにということで、この事業がスタートし

たと思うのですが、他町からの移住者は全くいない。今後町外からの移住者の購入の見込みは

あるのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今回の新町の移住定住促進団地でございますが、町外から清里町に来られて用地を取得され

た方はいらっしゃいませんが、清里町から町外に通っている人は４件ほど、清里町に住宅用地

を取得されているところでございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 と言うことは、当初の目的とは、極端に言うと逆になっているという感じがするのですが。

当初目的にあったように、他町から来たという人のためにこの後、何戸分か売却せずに保留に

しておくという考えはあるのかどうか。いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 この新町の定住団地につきましては、他から来られて住宅を建ててもらえれば一番良いので

すが、定住も目的としておりますので、地元の人がこの土地を買われて住宅を建てられるのも

一つの目的だと考えております。現在、３戸ほど残っておりますが、そこを今後町外から来る

人のためにということは考えていないと言うか、見込み的に何年で何件来るという見込みがた

たないものですから、平成２４年度と同じような形で販売してまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 結局は羽衣南の土地を造成したときと同じ状況になっていると。私は委員会の席でも当初言

わせてもらいました。最初から失敗した事業をなぜもう１回やるんだと言わせてもらいました

けども、もうやってしまったんだからしょうがないと言えばしょうがないのですが、造成につ

いて４千万を超える事業費が使われたんですよ。これは町内の業者によって施工されています。

しかし今、４戸住宅が建っているという話ですけども、住宅建設は見たところ町外の業者によ

って行われているんですよ。こうした実態について、地域振興という観点から町はどのように

捉えているのか。町内の経済振興対策に本当に結びついていると考えているのかどうなのか。

その辺をちょっとお伺いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今回の販売した住宅に町内の方でも住宅を建設している方、あるいはする目的で土地を購入

された方もいらっしゃいますが、中には特公賃に入っている方も何件かございますし、民間の

住宅に入っている方も何件か取得して住宅を建設していくということは、逆を言えば特公賃が

その分空きますので、そこを新たに募集することによって町外から新たに働いている方が清里

に入ってくる。こういう効果も当然あると思います。それから、ご指摘がございました町内業
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者で建設している所がないというご指摘でございますが、これはなかなか、身近にハウスメー

カーもないということもございまして、なかなか難しい問題かと思いますが、いずれにしても

町外に通っている方が清里町に家を構える、あるいは特公賃の方が清里町で土地を求めて家を

建てる、ということは当然長く清里町に住むことによって経済効果も生まれてくるものと理解

しているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私は昨日の一般質問でも、地域の経済対策、振興対策の問題をやらせていただきましたけど

も、そういう観点から言わせていただくと、今の新町の造成地に関してはほとんど経済振興対

策になっていないと。先ほど総務課長が答弁されたように、家に関しては町内は使っていない

けども、特公賃の方が出て家を建てる、または他町に通勤している人がそれなりにお金を使っ

てくれるということで経済対策と言っていますが、本来は違うと思うんです。何のために目的

をそこにもってやったかということが一番大事であって、それはあくまでも結果論でしかない

と見ているんですけども。私はこれはちょっとおかしいと思います。今の答弁では納得できな

いんですけども。 

 

○副町長（宇野充君） 

 池下議員のご意見も捉え方であろうと思いますが、この事業につきましては文字通り移住定

住でございます。数多くの、少なくとも１４戸のうち１１戸の方々はうちの町に定住されると

いう効果は歴然としてあります。ただ、原っぱにしておくのではなく、宅地造成をして、そこ

に住んでいただいたという効果はあったと評価しておりますし、先ほど総務課長が申し上げま

したとおり、公住あるいは特公賃からそちらに移って、プラスアルファでまたうちの町に住ん

でいただける方が増えるといったことで、移住はなかったですが、定住の効果はあったと評価

をしていただきたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 理解できないですけども、理解するようにします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ４項庭園のまちづくり事業費・１目ふるさとの森づくり事業費。５３ページ。 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 
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 １３節の委託料、さくらの山の整備事業の件について、東屋か何かを造るんだろうと思いま

すが、あそこの山は植樹祭をされて桜も植えて、春になって桜の花が咲くようになると町民の

皆さんも親しむ場所としていいのかなと思いますが、将来的にあの山をどこまで整備をして、

どういう計画で進んでいくのか。今回の整備で終わりなのか。その辺の考えがあったらお聞か

せ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

ただ今ご質問ありました、１３節委託料のさくらの山整備事業調査設計測量の２４０万円の件

でございます。さくらの山につきましては、１６号の旧スキー場跡地でございますが、平成２

０年から２２年までの３年間、町民の植樹祭を行っていただいた場所でございまして、桜の木

を植えまして、植えてから３～４年経ちまして、昨年辺りから桜がようやく開花するような状

況になってきておりますので、町民の憩いの場として遊歩道やあずまやなどを設置していくこ

とを計画していく前段といたしまして、本年度調査設計測量と公園緑地設計業務を発注してま

いりたいというものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 ここに業務委託料として２４０万あるわけですが、設計等の中身をもう少し詳しく説明願い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 今回の２４０万につきましては、測量業務が８０万円、設計業務が１６０万円で、合計２４

０万円でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 将来的にどういった遊歩道になるのか、そこら辺、大した大きな山ではないと思うのですが、

その中で本当に業者に頼んで、そこまで設計するものなのか。職員が行ってこの辺に歩道があ

ったらいいというぐらいで私はいいと考えるのですが、本当にプロの方を頼んでお金をかけて、

そこまでして測量して設計してと。そこまでやらないとならないものか、私はちょっと疑問に
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思うわけですけども、その辺どうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 さくらの山は平地ではなく、傾斜もありますし、小高い山にもなっておりますので、そうい

うようなところにあずまやを造ったり遊歩道を付けるとなれば、何も調査しないで実施するこ

とはやはり難しいということで、今回設計業務を入れまして測量調査業務を行うものでござい

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 そういう考えと言うことで、私といくら言い合っても仕方ないわけです。当然プロの方の設

計、またデザインと言うか、山に合ったあずまやとか、どうせやるのであれば、誰が見ても満

足できる、そういう憩いの場にしようという気持ちはわかるのですが、本当にそこに設計して

調査して、あずまやと道路を造るのにそこまでやるのかなと、私はちょっと疑問に感じるとこ

ろなんですが、町がそうするということであればそれはそれでいいですが。私の考えはそうい

うことですので。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 さくらの山の面積につきましては、１．２ヘクタールあります。前段も申し上げましたが傾

斜地で小高い山になっておりますので、設計に当たりましては２０メートル、２０メートルの

メッシュ上の測量などを行いまして、遊歩道をどういう形でつけたらよいか、また、どこにあ

ずまやを置くのが一番ベストかということも含めた調査設計測量ということで、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） 

 言っている意味はわかりますが、私も田中議員と同じように、やるにしてもまだ早いのでは

ないかと。本当に木がきれいに咲いて、この山をどこから見たら、本当に美しい環境になれる

のかというのが大切ではないかと。それと、私は自然というものをことごとく愛するとすれば、

遊歩道はいいですが、あずまやに座って眺めるという前に、基本的には課長がもし言うのであ
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れば、できればトイレを先に設置したいというぐらいの中でいくのであればうなずけますが、

桜の咲いている日数って何日間なんでしょうか。あるいは、清里町全体の自然の美しいこの環

境の中で、全ての所にあずまやを設置していくという環境に、今後なっていくのでしょうか。

まずは私は３～４年、本当に美しいなあという、こういう桜の開花を迎えた時に、町民皆さん

からできればトイレぐらいは必要ではないのかと。水飲む場所が欲しいと。こういう状態が出

てきたときに初めて設計をしても間に合う。確かに庭園のまちづくり構想の基本の中で、私は

事業として展開していくことはいいと思いますが、時期尚早ではないのかと、このように申し

上げておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 さくらの山の場所につきましては、清里町市街から眺められる近場でもございますので、町

民の憩いの場として整備をしていきたい。その前段といたしまして、測量並びに調査設計業務

をさせていただきたいという予算の計上でございます。これらの測量の結果も踏まえて、今の

加藤議員さんからのご質問も踏まえて、実施時期については即来年やるのか、もう少し時間を

置いてやるのか、その辺を十分検討させていただきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと

お思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 実施時期は十分考えていきたいと言いながら、今年度計画を発注するわけですよ。どこの業

者にどのように発注するのですか。桜が３輪か４輪咲いている時に、ここが良いと地形だけで

やれるのですか。今、課長が言われたように、清里の町から眺めて遠くから見てきれいだなと

思えるほうがいいかもしれないのですよ。あるいはそうなってきた時に、その桜の所でジンギ

スカンをやる場所を作るのか、いろんな問題が出てくると思いますよ。でも、いろんな場所が

あるんですよ。私は計画は良いですが、あずまやをどういう位置にしたら良いかというのは、

本当にきれいに咲いた環境を見てからだと思います。やるという計画を立てているのは良いで

す。でも、それを今年度測量をしなければならないということに関しては、私は疑問を抱きま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 清里町側から見て、あずまやなどの場所が見える小高い場所辺りに、あずまやを設置できれ

ばいいのかなと。そのためには小高い傾斜地などもございますので、事前に調査設計測量を十
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分行いまして、時期を十分検討したうえで設置をしてまいりたいと考えているところでござい

ますので、ご理解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） 

 この問題は最後にします。私はここから見て美しいあずまやを造るんだと言う話ではないと

思うんですよ。そこに行ったときに休憩するなり、あずまやで休憩しながら眺めるときれいだ

というものを設計していくんだと思うのですが、設計する基本的考え方に、私はさらに疑問を

抱くので。これについては審議の内容なので、これ以上はいいです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 同じことでありますが、何回も言わなかったらわかってもらえないのかなというわけで、当

然私の意見として。人数だとか規模だとかは想定して造らなければならないと。ただ３人、４

人の数字ではつかめないだろうと思いますし、設計するとなれば歩いて行く方、車で行く方も

おられるだろうと。そうしたら、あそこの道路に停めて良いのかという部分も含めてどうなの

か。この辺をじっくり時間をかけて、そして、設計はすると言っていても、やってしまったら

終わりなんですよ。全ての環境が整って、それから設計をすると言うなら私も理解しますが、

今の時点では時期尚早ではないかと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目花と緑と交流のまちづくり事業費。５３～５４ページ。 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 確認になりますが、１３節委託料の花壇植樹管理業務委託料５３万いくらですが、シルバー

センターにお願いしている形ですけども、全面的にそういう依頼でやられているのか、お聞き

したいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 花と緑のまちづくり事業をいたしまして、プランター用土づくりの植樹帯整備、冬囲いなど

に係る経費につきまして、シルバーセンターに委託をするものでございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 花と緑と交流のまちづくりなんですが、審議資料の１８ページの移住定住促進事業の２４６

万７千円というのは、花緑の中のどの節のどの説明なのか、ちょっと理解できないのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 答弁に時間がかかっておりますので、若干休憩いたします。１０分間とします。 

                              休憩  午前１０時５１分 

                              再開  午前１１時００分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 審議資料の１８ページの移住定住促進事業の２４６万７千円でございますが、これにつきま

しては、移住定住交流事業のお試し住宅の補助金、北海道移住促進協議会負担金、移住促進協

議会の職員の出張旅費やそれに係る事務用品、それと東京清里会、札幌清里会等の消耗品や印

刷製本費、これらが主な予算でございます。予算額でございますが、移住定住交流事業の補助

金として１６０万円、お試し住宅の賃借料相当分でございます。それと移住促進協議会の旅費

や移住フェアとか事務打合せ、研修、ふるさと会などで５３万２千円、それからこれにかかり

ます消耗品で事務用品とかふるさと会の関係で１０万円、それから、ふるさと会の冊子の印刷

経費とか印刷製本費が２０万円。北海道移住促進協議会の負担金が５万円。これらが主なもの

となってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私がさっき質問したのは、２４６万７千円は２目のどの節に入っているのですかと、質問し

たんのですよ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 予算ではこの中の旅費、需用費、役務費、負担金補助及び交付金、これらに予算として入っ

てございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 この審議資料の中を見ると、移住定住促進事業と書いているのであれば、予算書の５２ペー

ジの移住定住支援交付金の中に組み入れたほうがいいと思うのですが、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今回、審議資料につきましては、庭園のまちづくり事業の一環としての移住定住促進事業で

ございます。それから、先ほどご説明いたしました移住定住支援交付金は、清里町に住まれて、

新たに住宅を求める方、それから賃貸住宅等から新たに住宅を取得する方、これらに対する支

援交付金でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 あっちこっちに分けないで、一つにしてやったほうが良いと思うのですが、今後どうですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 この件につきましては、今後検討してまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 それでは、この下の北海道暮らしフェアの中で、ちょっと暮らし体験、お試し住宅ですが、

これの利用の実態と収支について町はどのように把握しているのか、お伺いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 
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 この事業の補助につきましては、清里町の移住定住促進協議会が実施します、移住定住促進

事業に対しまして、住宅賃借料相当と展示会出店等の金額の一部を補助するものでございます。

それから実態等でございますが、２４年度はまだ集計中でございますので、２３年度において

は利用された方については６０人、延べ宿泊日数は宿泊日×人数ですが１,２９１人の滞在とな

っているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、２３年度ということ説明があったのですが、もう２４年度も終わろうとしているのです

が、例えば２４年度の１２月末までの集計などは無いのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 前年並みに推移していると聞いておりますが、毎月の集計は特にとってはございません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 利用の実態という人数的なものは今、報告があったのですが、収支についてはどうなってい

るのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ２４年度の決算見込みをとってございます。これについては見込みでございますが、この促

進する会については、使用料収入と町の補助金収入、これが主な収入となっており、支出につ

いては支払い家賃とか水道料とかで、収支については差引見込みではゼロということで、報告

をいただいているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 見込みということで説明を受けたのですが、お試し住宅を使えば当然お金が発生するわけで、
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その収支がゼロになるというのは理解できないのですが、本当にゼロなんですか。逆にマイナ

スになっているということがあるんじゃないかと思うんですけども、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 見込みでは報告はゼロとして受けているところでございます。２３年度の移住定住促進する

会の決算ですが、実施しております住宅使用料と町からの補助金で３万７千円ほどマイナスに

なっておりますが、この分については、観光協会から助成を受けておりますので、最終的に決

算としてはゼロとして決算を受けているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 早い話が赤字ということですよね。と言うことは、今年度も多分赤字かなと思うんですけど

も、やはり審議資料とか説明資料を、もうちょっと親切に記入していただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 審議資料等については、いろんな面で今後検討していきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 移住定住事業なのですが、私もホームページを確認いたしまして、いろんなデータを眺めて、

これはアンケートをとってデータを作成していると思うのですが、そのアンケート等の出し方

と言いますか、最終的にここに書いてありますとおり、移住定住促進事業のためのお試し住宅

で基本的にしようということで、町も新築住宅に対する補助を出して行っているという形なん

です。そのアンケートをとられて、課長が言われていた２３年度に何人、２２年度に何人と、

いろんな形で利用はあるのですが、残念なことに、あのホームページの中から見ることができ

ないのが、このお試し住宅を利用した人方がこの清里に暮らしてみようとしてこれをチャレン

ジしてみたのか、お試し住宅に入ったのか。そして、お試し住宅を利用した後、この清里をど

のように思ったのかというアンケートが全く無いんですよ。基本的にこの町に住んでいただき

たいためにちょっとやりましょうと始まった事業、町もその住宅とその部分に対して１６０万

の直接支援をしているわけです。この事業の効果、最近費用対効果という話がどこから出てき
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ているのか知りませんけども、この費用対効果、先ほどの定住のための事業もありました。今

回言われている交流事業ですよと言っていますが、目的は移住定住事業なんですよ。そこのく

くり、現在までやってきた、今年で４年、５年になるのかな。この間こういうデータを基にし

て移住定住を今後ともどのように進めていくのか。この辺の現時点で今年度の予算を立てるに

あたっての考え方の提示をしていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 協議会とも連絡等々を密にして、アンケートの結果、町として反省すべき点、あるいはこう

いったところを伸ばしたほうがいいよというようなアンケートの出し方もあろうかと思います

が、その辺も十分協議しながら、町の雰囲気作りもあるでしょうし、お試しいただいた結果の

ご意見もいただきたいですし、充実したものにしていきたいと思っておりますので、今後協議

会とも十分に協議しながらいきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 アンケートの結果で充実していくという話ではないんですよ。この事業展開そのものをどう

捉えていくのかということなんですよ。副町長の答弁の先ほどの定住の言葉の中にも、清里に

住んでくれている、清里に住んで他町村に仕事に行ってくれている。このことに成果がありま

したよと。でもここで書かれている移住定住は、完全に町外からのそういう希望なんですよ。

今回この定住移住の中で、アンケートの中を見ますと、都県から来ているのが約５割なんです

よ。そして多くは６０歳以上なんですよ。６０歳以下の若い人は少ないんですよ。こういうこ

とを踏まえた中で、どういう形でこの清里で移住定住をしていこうかと。今年度の予算をつけ

ている中でどう捉えているのか。その方向性についてもう一度お願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 協議会への団体補助でございますが、町が全く関係ないということではございませんで、町

の雰囲気作り、町はどうしたらいいのかということも含めて、協議会と十分協議していきたい

と考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 費用対効果でありませんが、私はこの事業をするなとは言いません。でも、長年やってその

成果が出ないとすればその方向性や内容の変更をせざるを得ないのではないかと、私は考えて

いるわけであります。前年度の予算がこう付いているからこうやってやるんだと、いろんなこ

とがありますが、この部分については十分に約束事と言うか、決まりの部分もございますので、

その部分についてはいいですが、もう少し予算を立てて執行していくにあたっては、十分に成

果の出るような方向、そして成果が出ないとしても、こうやってきたから今後はこういう形で

内容を変更していきたいとか、こういうのが全く無しでいくというのはどうなんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 この移住定住促進事業の補助に関しましては、平成２２年度から２６年度となってございま

すので、１回区切りがございます。反省の上で今後どうするのかも含めまして、協議会とも十

分協議させていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今の交流事業に関連しての質問なのですが、今、定住移住の交流の観点もありますが、もう

１点、人的交流あるいは地域間交流という部分で、いろんな交流事業が今回も出ているわけで

すが、その中でもふるさと応援団あるいは当町においての埼玉県の鶴ヶ島との交流を地域間交

流の中でもっていくとあるのですが、果たしてどのような内容なのか。私も精査していないし

わからないのですが、それにうる交流事業なのか、ちょっとその辺をお知らせいただきたいと

思うんですけども。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 前中議員から交流関係の質問がありましたが、ふるさと応援団についてお答えしたいと思い

ます。ふるさと応援団につきましては東京清里会、札幌清里会の役員さんを主体に、清里町出

身だということもございますので、清里町のＰＲとか、あるいは札幌や東京でイベントをやる

場合について、お手伝いをいただくとか、焼酎についてはイオンで販売している場合について

はお手伝いとか、周りの人を集めて買いにきてくださるとか、それとあわせまして東京清里会

の清里出身者が地元に帰ってきて講演活動をやってもらうとか、いずれにいたしましても、清

里町出身者の方にいろんな面でお手伝いをいただいているところでございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 鶴ヶ島市の関係についてご説明いたします。鶴ヶ島市の産業祭りに清里町から農産物や特産

品を持っていって、向こうの祭りの会場で物販するということを行っているところでございま

して、参加者については農協女性部の方、商工青年部の方々とともに町の職員も一緒に行きま

して、向こうで物産交流をしながら交流を深めているという内容でございます。あと、清里町

の特産品関係を鶴ヶ島市の広報クイズに出していただきまして、抽選で年に何回かこちらの特

産品を向こうの方々に贈呈するという事業も実施しております。今のところ、鶴ヶ島市のほう

から清里町の産業祭り等に来ていただく頻度は少ないわけでございますが、来年度からはこの

贈呈クイズにつきましては同じ回数だけ向こうからも贈呈品をいただきまして、交流を深めて

いくということで今、進めているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、鶴ヶ島市との交流の話が出ましたが、ちょっとホームページを見ますと、栃木県の佐野

市、あるいはもう合併で上越市になりましたが清里村、そこら辺との交流は、今の段階ではど

うなっているのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 佐野市につきましては、農家の女性部のほうとイチゴの関係でまだ交流は続いていると認識

しておりますし、清里村については今は途絶えている状況でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 佐野市に関しては農協のイチゴの苗等で交流はあるのですが、果たして町としての交流に対

してのスタンスというのは、何か主立ったことを考えているのか。あるいはそこまではまだ検

討段階ではないのか。その辺どうなのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 
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○副町長（宇野充君） 

 過去に至っては、町職員も含めて佐野市に伺って交流をしておりましたが、今、女性部のほ

うでイチゴの苗の関係で交流があるということで認識しておりますが、町が率先してという形

では今はないということで認識していただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 そういう形で交流事業と掲げている中で、あまり主立ったプロジェクトというのは無いんじ

ゃないのかなと。主立った動き、もう少しここはきっちり検討する。鶴ヶ島市にしても佐野市

にしても、交流事業を拡大するというのであれば、相互の人の動きを活発化しなければ、一方

的に終わってしまうのは交流とは言えないだろうし、そこら辺でいろんな情報交換ができるの

であれば、ホームページ上でもやり取りは可能でありますから、そういう方策もやっぱり交流

の中で検討していただきたいと思います。 

 それともう１点、今回清里高校の中でニュージーランド派遣という部分がありまして、１年

生全員派遣。その部分がこの交流のくくりの中に入っていますが、現実問題として清里町とし

ての教育の部分で清里高校の支援として、海外研修をもっているんだという大きなくくりでも

いいのではないかと。それだけアピールもありますが、逆に言えばそれだけの財政出動をしな

がら我が清里高校をしっかりと存続させるんだというのであれば、かえってそっちのほうが僕

の個人的な意見ですが、そういう方向の中の予算科目の計上も何らやぶさかではないのかなと

思うのですが、その辺どうでしょう。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 まず、交流事業につきましての考え方でございますが、佐野市につきましては町のほうが抑

えているという段階でございますが、ただ、町同士の交流も必要ですが、これが民間にいって、

民間同士の付き合いが活発になると、これもいわゆる意義があると考えておりますが、今後佐

野市との交流についても町として何ができるのか、考えていきたいと思います。また、前中議

員がおっしゃるように、交流ですから交わらなければいけないということですよね。今改善し

つつあるのがふるさと会だと思います。東京清里会につきましては、今まではご指摘もありま

したが、行って会を開いてというだけではないかというご指摘もあって、何ができるかという

ことで進めておりましたが、今総務課長が申しましたように、向こうから来て講習をいただい

たり、焼酎のＰＲをしていただいたり、交流ができてきたかなと考えてございます。今後も交

流ができるように、町としても考えていきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ただ今前中議員からご質問がございました、高校生の海外派遣研修事業でございますが、こ

の事業につきましては、ご承知のとおり、平成２年度から町民海外研、また中高生の海外派遣

事業として事業を実施し、その後中高生、そして２４年度よりは清里高校支援対策の一環とし

て高校生に特化した中、事業を実施しているところでございます。この事業の経緯につきまし

ては、ニュージーランドとの交流の中で、今まで社会教育事業の小中高生の人づくり、人材育

成というところの社会教育事業として実施してきております。その中で高校生に特化した中に

おきましても、事業実施の前に事前の研修といたしまして、社会教育担当者が高校と連絡を取

りながら、１０回ほど事前の研修をしております。また、事後におきましても町民あるいは保

護者または中学生に対する事後の報告会を含めまして、２回ほど実施しております。その他、

高校では会話の勉強等もしているところでございます。従いまして、従来からの人材育成、社

会教育事業の中の国際理解教育という位置づけで、この事業を今後も実施してまいりたいと考

えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 本当に理解できるんです。その部分で今回、中学生は派遣できない中で、高校生に特化した

事業の中で、やはり清里高校の存続という部分のくくりであるならば、支援対策という部分で

何ら問題ないのではないかなという、私の考えを述べさせていただきましたが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 前中議員のご指摘の件ですが、高校がこれだけ支援をしているわけだから、その中に入れて

アピールも含めて入れるべきではないかというご質問の趣旨かと思います。いろんな説明の中

では一連の高校の補助にあわせまして、同じページの中で１年生全員のニュージーランド派遣

については、支援の中に組み入れて十分説明をさせていただいております。予算上の部分につ

いては、国際交流等も含めてこちらの科目にございますが、あくまでも高校支援の一つの重要

な部分として、いろんな分野で説明をさせていただいておりますので、予算科目については今

後ある程度整理ができるのであれば、そちらで組むこともやぶさかではないと思っております

が、今はあくまでも高校の大きな目玉として一連の中で説明させていただいておりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

 わかりました。ただ、もう一つ、これからの成果と言うか、高校生の成果の中で町民向けの

発表だとか、従来どおり進められると思うのですが、もう少し進展性をもった取り組み、町民

向けにフィードバックできるそういうものを、やはりもう少し深く掘り下げた中での取り組み。

例えば、ニュージーランド・モトエカであればそのきれいな庭園の中の環境風景を、そういう

部分で高校生が当町においてどういうグランドデザインができるか。そういうような発表の場

も少し発展性を持たせた中のプロジェクトを、子どもたちに掲げさせて、交流事業を展開して

いくというのも考えていただきたいと思いますので、その辺も十分考慮した中で検討していた

だきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今の前中議員の質問に関連するわけですが、交流事業の中で町長も方針の中で人的・物的交

流の充実をした内容にしていくと謳われているわけでございます。鶴ヶ島においては、過去か

ら何年も経過した事業の取り組み、またふるさと会辺りもそうなんですが、僕が感じるのは、

せっかく窓口が開いているのになかなか展開していけないという部分を感じるんですよね。花

緑の交流事業として大きく看板を掲げてやっているわけですが、今までの部分の花なり緑とい

うのは、内内の一つの事業だったかもしれません。交流は外向きということで。そのことがき

ちっと連携して初めて事業の成果になってくるんじゃないかと思います。例えばちょっと暮ら

し辺りも今の交流の部分でそれが生かされているのか。また、旧来の佐野市辺りは農協女性部

でイチゴの苗の関係もありますから、その部分で特化している。そうなったときに、鶴ヶ島辺

りもそうですが、じゃあ高校の修学旅行でそこに立ち寄るのかと言ったらそれも無いと。そう

いうような部分で常に交流とかそういうことを含めて、その窓口をきちっと生かしたような形

の交流事業に結びつかなければ、私は町長もせっかく人的なり、物流交流と言いながらも、そ

こに向かっていくような部分ではないのかなと。もう少し工夫した形で、内向きの花や緑につ

いてはかなり充実されたと思います。是非ともその部分を外に向かって、「是非うちの花を見

に来てください」というような外向きの事業を。また、こちらから出向いていく事業に対して

は強化をしていかなければならないかなと思いますが、それについて何かありましたらお願い

します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 勝又議員のもっと積極的にというご意見だと思います。また、内だけではなく外に向かって

の行動もしたらどうだというご質問かと思います。全くおっしゃるとおりだと思います。鶴ヶ

島にいたしましては、平成７年からと伺っておりますが、当時は産業祭りに何人もいらっしゃ

って交流がされておりまして、我々も鶴ヶ島に出向いて産業祭りに出て、皆さんと交流をして
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いました。最近は鶴ヶ島からは、市長さんも代わったこともあるかもしれませんが、そういう

ことじゃなくて鶴ヶ島のほうからはなかなか来ていただけないと。向こうの事情もございます

し、こちらの事情もありまして、なかなか難しい面もありますが、もっと勝又議員のおっしゃ

るように、外に向かって交流をしていったらどうだということでございますので、重々関係課

とも協議いたしまして、どういったことができるか、模索をしていきたいと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ５項徴税費・１目徴税費。５５ページ～５６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ６項戸籍住民登録費・１目戸籍住民登録費。５６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ７項選挙費・１目選挙管理委員会費。５６ページ～５７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 ８項統計調査費・１目各種統計調査費。５７ページ～５８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。 

 ９項監査委員費・１目監査委員費。５８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで総務費が終わりますが、総務費全般にかかりまして質問漏れがございましたら。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 たいそうなことではないのですが、清里町は非常に交流などに非常に力を入れていくと。今

回の総務費の関係の中でもいろんな問題が出たと思いますが、その中で清里町の看板ですが、

福祉センターってどこにありましたかと、矢印の看板がまだあるんです。確かにこれは道道に

設置されているのですが、撤去するには金がかかるかもしれませんが、ふさぐことは可能だと

思います。こういう小さなことなんですが、些細なことではあるけども、みんなでいろんな形

の中で気配り、心遣いというものをしていく。自分たち一人だけが自分の部署だけでいいよと。

町民がそんなもの私たちには関係ないよということではなくて、どうも気配り、目配り。昨日

の一般質問にも災害等の問題もあります。そういう些細なことですけども、気持ちを入れ替え

るというか、していただきたいなと思います。以上です。 
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○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 加藤議員おっしゃるように、うちの町は案内板やサインがなかなか苦手と言いますか、不得

手な町でございまして、わかりずらいというご批判もありますし、清里町に来る道筋さえわか

らないという方もおりました。その都度、道、国に要請をしながら少しずつではありますが、

手前手前で清里町の案内板をつけていただいているという経緯もございます。おっしゃるとお

り、わかりやすい、住みやすい町にしていきたいと思いますので、今後横の連携も密にいたし

まして、おっしゃるとおり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 １点だけ確認ですが、８月の臨時議会のときに再生エネルギーの可能性調査をするというこ

とで、予算計上したんですけども、その報告が出るという部分で私自身押さえていたのですが、

未だに見ていないというか、出ていないという部分があるのですが、それに関して説明だけお

願いしたいのですが。多分開発促進費の中の補正で挙がっていたと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今の再生可能エネルギーの調査結果のご質問でございますが、これにつきましては昨年

８月の臨時会で補正を組んでいただき、９月から２月２０日の工期で実施して、２月２０日に

膨大な量の調査報告が出たところでございます。これを元にいたしまして、町としては内容を

精査・検討し、清里町の地域再生可能エネルギーの計画書を作ってまいりたいと考えておりま

す。この計画書の内容といたしましては、太陽光発電等を含めまして、将来構想、導入に向け

ての位置づけ、公共施設、災害等も含めまして活用の取り組み、事業化による経済効果、それ

と町民などに情報提供などの全体計画を５月か６月段階までに策定して、所管委員会と協議を

進めるとともに、いろんな団体等にもこの内容で説明してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 僕はそこの町民向けはいいのですが、要するにデータがきっちりと報告書が挙がっているの
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であれば、やはりそれを提示していただかないとならないんじゃないかということを、今指摘

しているんです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 今後、早い段階で所管委員会に提示してまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 わかりました。早い段階ということで答弁をいただきましたので。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 今朝来て、何かあったなと。ゆっくり思い出して、これから段々と思い出していくと思いま

すが、昨日の関係であります。清里町１１５年開町７０周年の部分で、池下議員が質問をして

いましたが、答弁が大変聞きづらい部分があって、私にも理解できませんでしたし、もう一度

答弁をお願いしたいのですが、本当にしなければならないのか。式典の関係、７０周年の記念

事業ということについてはこれから産業祭りだとかという方法で具体的に出てくるのだろうと

思いますが、この式典の内容については全く委員会でも話をされていない。聞いていないので、

具体的にここら辺がどうなるのかという部分をここで聞いておいたほうがいいと思いますし、

記念誌の関係についても２７年度に向けてということは、当然今年はこの金額で理解するわけ

でありますが、次の年、次の年という部分も出てくるのであろうと。当然今年認めてしまうと

次の年の計画に沿ってやっていくんだろうということも踏まえて、ここら辺を、同じ答弁でも

いいですから、お話をしていただければありがたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今ご質問ありました、清里町１１５年開町７０周年に係る記念事業等でございますが、

これにつきましては昨日もご説明いたしましたが、明治３０年に清里町に開拓の鍬が下ろされ

て１１５年、そして昭和１８年４月１日に当時の斜里町と小清水村から分村して上斜里村が誕

生し、昭和３０年に名称が清里町に改称されてちょうど７０周年を迎えます。この記念する年

にあたりまして、先人の皆さんのご労苦に感謝するとともに、新たな自立のまちづくりに向け

て町民一体となってこの記念式典を実施するものでございます。今考えている記念式典の内容

といたしましては、９月１日の産業祭りの前段で式典の開催を予定しております。それから関

連事業として今調整を進めておりますのが、自衛隊北部方面音楽隊、これは日程等もあります
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し、向こう側の都合もありますので、もう少し調整に時間がかかると思います。それから冠事

業をいたしましては、ふるさと産業祭り、ガーデンアイランドイン清里、プラネットステージ、

斜里岳ロードレース大会、これらを冠事業として予定しております。また、その他の事業とい

たしましては、町名改正があと３年後ですから、町名改正６０周年にあわせまして平成２５年

度においては、今の町史を作ってから１５年経過しておりますので、それ以降の資料収集、来

年度については編集委員会を組織して内容を詰めると言いますか。そして２７年においては印

刷製本費で発行の予定としているところでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 内容については理解をさせていただきました。資料収集の関係については、来年は主立って

予算は出てこないという部分、そして２７年度については当然具体的にお金のかかる部分で、

２７年度にはかかるということの理解でよろしいでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 記念誌の関係でございますが、来年度は編集委員会を組織しますが、多額な予算は必要ない

と思っております。それから２７年度については当然製本いたします。ただ、一般町民向けに

ついては有料の販売も考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の畠山議員の質問について、私昨日質問させていただいたのですが、今も説明を聞いてい

て、どうもやっぱり１５年という中途半端なときにこういうことをやるというのが理解できな

いんですよね。私が理解できないので頭が悪いので理解できないんだと思いますが。でも１５

年でやると言うんですからしょうがないですが。今後もこういうような中途半端な年数でやっ

ていくのかということを、まずお聞きしたいのと、やはり全体を通して昨日から今日にかけて

ですが、検討するという項目があまりにも多すぎると。しっかり我々議員はその検討するを、

今後検証させていただきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 
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 記念事業の関係でございますが、中途半端だというご意見でございますが、顧みますと昭和

３８年から始まってございまして、当時は開基という言葉を使っておりましたが、開基６５年

開町２０周年というところから始まりまして、昭和４３年、４８年、５０年、５３年、５８年、

６３年と、その都度５年ごとにやっている式典がありました。今回、９年に清里町百年記念式

典をやった以降、１０年には百年史を発刊いたしましたが、１７年に町名改称５０周年記念式

典をやったのみということで、ずっとしばらくやってございません。必要ないという方もいら

っしゃいますが、先ほど総務課長が申し上げましたとおり、先人のご労苦に対して敬意を表し

まして、今回２５年に昔は開基という言葉を使いましたが、開基１１５年開町７０周年という

ことでございますので、どうかご理解をいただきたいと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 その記念式典の部分と産業祭りをぶつけるという部分で、村島議員から一般質問でもありま

したが、緑ヶ丘公園ではなく今年はモトエカ広場でやると。式典の関係もあるということなの

ですが、緑ヶ丘公園の東屋があって水の場所があるのですが、飲食店なりそばの組合などで水

の関係の水周りだとかは考えておられるのかどうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 モトエカ広場の水関係ですが、トイレの所にも蛇口がありますし、プラネットの南口玄関の

近くにもございますので、水はそちらのほうから利用できると考えております。また、平成９

年の時もあそこでイベントをやった経緯もございますので、水周り関係、敷地の広さなどの面

については十分確保ができるものと考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、説明員交代となります。 

 ここで昼食のため、１時半まで休憩といたします。 

                              休憩  午前１１時４５分 

                              再開  午後 １時３０分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費。５８ページ～５９ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 
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 １９節負担金補助及び交付金について、お伺いしたいのですが、社会福祉協議会補助８５５

万３千円について、具体的な内容をお伺いしたいのですが。 

 

○保健福祉課長 

 社会福協議会補助につきましては、清里町社会福祉法人補助金交付要綱に基づきまして、専

門員の人件費全額、事務局職員の４分の 3 の人件費を補助するものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 社会福祉協議会については、町からも職員を派遣しているのですが、今年度からこういった

体制の下で今後も行っていくのか、その辺はいかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 社会福祉協議会につきましては、いわゆる本部と呼んでいる部分につきましては、清里町社

会福祉法人の助成に関する条例に基づいて、補助を行うことができることになっております。

さらには、ただ今申し上げました、社会福祉法人補助金交付要綱に基づきまして、事務局長、

あるいは事務局社会福祉専門員、あるいは事務局職員について補助をするということになって

ございまして、平成２４年度までの町職員を派遣している部分の派遣を解きますので、平成２

５年度からはそこに社会福祉専門員を置きますので、その分１名と、従前から置いております

事務局職員の４分の３の補助金ということでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 以前にも聞いたことがあるかと思うのですが、今後、社会福祉協議会の中での人材育成を行

っていくことは考えていないのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 社会福祉協議会本部の職員は、ただ今事務局長は派遣しておりますが、２５年度においては

専門員と事務員は自前で抱えるということで、今後はこの方向で進めてまいる予定になってお

ります。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私が今聞いたのは、社会福祉協議会に町から執行していると、福祉協議会の中だけでなく、

老健の方とかもいろいろと人材を派遣しておりますけども、そういう部署で町の方だけでなく、

部署の中で人材を育成していく考えは無いのですかと聞いたのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 当然ながら、社会福祉協議会の中で人材育成を行ってまいりたいと思っています。この本部

につきましても、これまで１名派遣していたところの派遣を解いて、社会福祉協議会の中から

職員を充てるということでございますし、また、地域包括支援センターに２名派遣しておりま

すが、これにつきましても年次計画において、徐々に社会福祉協議会の中で、人員の育成ある

いは雇用等の中で賄っていただくことになってございます。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） 

 ちょっと確認しておきたいのですが、１３節委託料で難病者通院事業委託料として６５万ち

ょっとですが、何人ぐらいの方が対象になっているのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 難病者通院事業委託料につきましては、小清水赤十字病院で運行してございます透析バスの

運行に対する委託でございます。現在、清里町では２名の方が、このバスを利用して週３回、

小清水赤十字病院において透析を受けられております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 これは要望として聞いてもらいたいのですが、１９節のふれあい広場開催について、少ない

助成金の中で、社会福祉協議会が中心となって、たくさんのボランティアの方に支えられてこ
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の行事がもようされているわけでありますが、私もずっと参加しているわけですけども、せっ

かく健常者と障害者の交流の場としてこの事業を行っていて、あそこまでみんな一生懸命やっ

ていただいて、町としても広報等で町民にお知らせしているわけですから、もっと町民の皆さ

んに参加できるようなＰＲの方法を。今までもやってきているのですが、あそこまで皆さん頑

張ってやってくれているので、その辺もう少し、何かＰＲの方法を考えて、町民の皆さんが参

加してくれればという思いで、毎年参加させていただいているので。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 社会福祉協議会において開催されております、ふれあい広場につきましては、保健福祉課、

役場挙げて支援をしながらやってまいります。ボランティアの皆さんにも大勢参画いただいて

やっているところですが、ここ近年、たまたま他の行事と重なってしまったということもござ

いますが、天候の問題等もございまして、それほどの落ち込みではないのですが、若干伸びて

はいないというところでございます。社会福祉協議会と十分に連携を図りながら、町民の皆さ

んには、よくふれあい広場の趣旨を理解していただいて、大勢の方に参加していただけるよう

に努力してまいりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目障害者自立支援費。５９ページ～６０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３目福祉サービス事業費。６０ページ～６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ４目老人福祉費。６１ページ～６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無いようでございますので、次に移ります。 

 ５目国民年金事務費。６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２項児童福祉費・１目母子児童福祉費。６２ページ～６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
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 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目保育所費。６３ページ～６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３目子育て支援センター費。６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 

 ４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費。６４ページ～６５ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ６４ページの保健衛生費、１３節委託料についてお伺いします。１９２万８千円ということ

で、全体金額は変わっていないのですが、斜里と小清水の委託料が前年と大きく変わっている

と思うのですが、これは斜里町の搬送が少なくなっていると捉えてよろしいのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 この救急体制づくり事業業務委託につきましては、一つは網走医師会へ。これについては定

額になってございます。それから、斜里国保病院と小清水赤十字病院につきましては、一部搬

送実績に応じてと言うことですが、大きくは変わってございませんでしたので、今年度につい

ては定額で計上させていただいておりますが、実績に基づきますので、執行にあたりましては

若干の変動が見込まれます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私が消防の方からデータをいただいているのですが、昨年度の搬送実績が、斜里国保病院に

関しては２８件なんです。一昨年が２２件ということで、当初は４７万いくらだった気がした

のですが。当初、網走医師会を通して金額の算定を一番最初に出した時は、私の資料では４７

万５千円になっているのですが、それから比べると約１０万くらい金額的に下がっているので

すが、この辺はいかがですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 斜里町の搬送回数は、議員ご指摘のとおり、平成２４年度実績は２８回でございます。それ

から、平成２３年度は２２回でございました。ただ、予算計上時点ではまだ実績が出てござい

ませんでしたので、前年実績に基づいて予算計上させていただいておりますが、実際の契約に

ついては、搬送実績に応じてということになってございますので、それはルール通りにさせて

いただきたいと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 昨年は実は、斜里国保の方へ、消防の救急救命士の研修に行っておりまして、大変お世話に

なっていると思っておりますが、３町の医療の連携を考えた時に、やはり救急医療体制づくり

の観点から、財政的にさらなる支援及び協力が必要ではないかと、私は思うのですが、いかが

ですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 この委託事業につきましては、救急体制ということではございますが、消防との連携という

ことについては、これには含まれてはいないということをご理解いただきたいと思います。そ

れから、近隣の病院との連携は大変重要だと認識しております。これにつきましても、十分に

斜里国保病院あるいは小清水赤十字病院とお話をさせていただいて、ある一定のルールでさせ

ていただいております。またさらに、経済的な支援ということでお話があれば、当然ながら検

討してまいりますが、今のところはこれでということでやらせていただいておりますので、２

５年度につきましては、これで委託をさせていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 最後になりますが、参考までにお聞きしたいのですが、昨年度の斜里国保に対しての救急搬

送は２８件ですが、救急搬送以外の１次救急で病院にお世話になっている数字というのは、わ

かりますか。わかれば教えていただきたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 申し訳ございません。救急搬送以外の数字については、押さえてございません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目予防費。６５ページ～６６ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 参考までにお聞かせ願えればと思います。子宮頸がん予防接種について、当町も取り組んで

いるのですが、大体どのような推移の中で受診される子供たちがおられるのか。それともう１

点。ある所でちょっと目にしたのですが、子宮頸がんに対する副作用で、東京の方で中学生に

副作用が出たと、何かで散見したのですが、そういう副作用に関する認識度合いだとかはどう

なっているのか。ちょっとお聞かせ願えればと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 子宮頸がんのワクチンにつきましては、平成２２年度より費用助成を行っております。今年

度につきましては９６．９％接種見込みとなってございます。非接種についてはご本人の身体

的な都合ということでございますので、せっかくの機会を逃している方はいらっしゃらないと

認識しております。それから、子宮頸がんの予防接種にあたりましては、保健師が学校にまい

りまして、担当の養護、担当の教諭と打合せをした上で、さらには当人たちへの説明、親御さ

んへの説明資料の配布を行ってございます。幸いにも我が町では副反応等は聞いてございませ

んし、確率としてはかなり低いと認識しておりますが、十分その辺は注意を払いながらやって

まいりたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ちょっと僕もまだ勉強不足な部分なんですが、２０歳以降ではそのワクチンは効果が無いと

言う話も聞いているのですが、その辺はどうなんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（薗部充君） 

 年齢での効力ではなく、性交によって感染するということですので、それよりも若い年齢と

いうことは言われております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 そういうことなのですが、要するに思春期の月齢の時にワクチンを接種して、その免疫力を

高めながら感染能力を下げると言うのは理解できるんですけども、２０歳以降に対して子宮頸

がんワクチンはほとんど接種しないと思うのですが、今、問題提起になっているのは思春期に

おける副作用の問題で、新聞ではないんですけども、突発的な脱筋力の症状が出たとか、結構

出ている問題があります。もし万が一、町民の方でそういう情報を捉えているのであれば、そ

ういうことも認識しながら。やっぱり説明責任もありますので、その辺必要かなと思うのです

が。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 我が町の子宮頸がん予防接種において、注射をした方が若干腫れたということは聞いており

ますが、いわゆる副反応と言う部分では報告はありません。もちろん、先ほど申し上げました

ように十分な注意が必要ですから、予定されていない症状、反応があれば、すぐに相談をして

いただけるように、その辺は十分に理解をしていただきながらの予防接種ということで考えて

ございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私も６６ページの予防費の１３節の予防接種事業に関して、お伺いしたいと思いますが、９

９９万４千円に関して、前年とほぼ金額は変わっていないのですが、国民健康保険事業の方の

金額が、前年よりおよそ３千万弱増えているんです。少子高齢化が進んでいる清里町の現状を

見た時に、予防接種事業の重要性はさらに増してくると思うのですが、予防事業の効果が十分

に出ていないんじゃないかなと、私は感じるのですが、例えば具体例を挙げると、国保の特定

健診ですが、これは先日の補正で当初６５１万５千円の予算だったのですが、約３７０万近く

の減額補正を行っています。実質２８３万円程度になっていると。もう少し実効性が上がるよ

うな予防対策のあり方が必要ではないかと思いますが、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 予防接種事業につきましては、定期の予防接種は、ほぼどの予防接種についても１００％近

い数字で接種を行ってございます。予防接種の効果はと言われますと、なかなか把握のしにく

いところではございます。それから、特定健診の事業費ということでございますが、特定健診

につきましては、これは法令で定めるところの受診率ですが、実は一昨年の３７％が最高でし

て、昨年は３３．２％と落ち込みました。それで、特定健診の周知・勧奨については、いささ

かも手を緩めることなくやってございます。該当の方にはそれぞれに６月のミニドック検診の

前にはご案内もしてございますし、新聞折込もやっております。それから、イベントの時には

保健師がのぼりを持って周知をしたり、あるいは勧奨をしておりますし、１２月のミニドック

検診に向かっては、６月で未受診だった方に再度直接勧奨をして、ということをやっておりま

す。平成２４年につきましては、さらに特定健診受診率を上げたいということで、従前からご

案内しておりますが、「町の特定健診を受けなくても、同等の検診を受けていらっしゃればそ

れで十分ですよ。その代わり申し訳ありませんが、町にその結果を届けていただけないでしょ

うか。」と、予めご案内しました。そうしましたら、たくさんご提供いただいている方もいら

っしゃるのですが、「私は十分によその検診を受けているから」あるいは「病院で検査をして

いるから」ということで、若干それが逆に出てしまい、受診率低下に繋がったのかなと。です

から、特定健診だけでカウントしますと２６．１％と、大変低い数字になってございますが、

実はこの特定健診の受診率と言うのはそれだけではなくて、皆さんにご案内したような同等の

検査を受けていて、データの提供をいただければ、特定健診と見なせるということで、保健師

が問診を行いながらデータをいただいて、リスクの認定等に繋げる、あるいは特定保健指導に

繋がるという仕組みになってございます。今現在、平成２４年度は３２％まで率が上がってき

ております。昨年の３３％までは何とか持っていけるのではないかと。今申し上げているのは、

あくまでも速報値です。法定では１年間を通して被保険者であった者で４０歳以上７４歳まで

というのが分母で、分子はその中で特定健診を受けた、あるいは同等の検査を受けた者という

ことになっておりますので、若干動いてくるということで、さらに情報の提供をいただけるよ

うですし、前年並みは何とか確保したい。それから、２５年度に向かっては、やはりせっかく

のデータですから、提供いただきたいと思っています。これはこれで続けながら、さらに皆さ

んに特定健診の意義を理解していただいて、受けていただくと。これによって、生活習慣病予

防に繋げたいと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、課長から答弁いただいたのですが、やはりこの数字、減額した数字というのは相当大き

いんですよね。と言うことは、実質使っている金額がほとんど無いと。やっぱり予防接種事業

でも何でもそうなんですが、こうやってやることがいかに大切かと言うことは、私も十分理解

した上で質問しているのですが、特にこの特定健診に関しては、ある種、メタボの方とか、い
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ろんな方がいると思うのですが、先ほど言ったように、なかなか受けに来ないという方もいる

と思うし、こちら側から町の検診を受けなくても、個人的に受けに行ってくれと言うことは、

やはり大切なことだと思うので、それがいずれ、国民健康保険事業の方にも連動していくので、

今後ともますます充実した実効性のある予防接種事業に力を入れていって、やってもらいたい

なと、私はそのように思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 正に議員のおっしゃるとおりでございますので、これについては力を入れて推進してまいり

たいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３目各種医療対策費。６６ページ～６７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ４目環境衛生費。６７ページ～６８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ５目保健福祉総合センター費。６８ページ～６９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２項清掃費・１目清掃事業費。６９ページ～７０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、３款民生費、４款衛生費を通して、質問漏れがあれば受けたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ４款衛生費、１８節備品購入費の４０９万５千円あるのですが、この内訳を。 
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○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 この備品購入費につきましては、診療所のレセプトコンピュータの更新でございます。平成

１８年に導入した、診療報酬を計算し集計し、電送で国保連合会に請求として送るわけですが、

これのサポートが本年９月に切れるということで、更新を図ってまいるものです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 清掃費のところで、これは直接項目には無いのですが、ちょっと伺っておきたいのですが、

ごみ箱の設置は各自治会で義務付けされている形の中で、各班ごとに置いてあるわけですけど

も、場所的に狭くて置けない所もありまして、置けばすぐカラスが目の前で散らかしてしまう

と。こんなことが現実にありますので、何とかならないものかと思っているんです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今の村島議員のご質問でありますが、ごみステーションンのことだと思いますが、今ご指摘

のとおり、カラス等が突いてごみが散らかると言うことでございます。ただ、場所場所によっ

て、そこを管理している方々が自分たちでベニヤを敷いたりですとか、そういう工夫もしてご

ざいますので、そういう管理されている方が実施していただいて、対応をしていただきたいと

考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 その通りではありますが、どうしても箱と言いましょうか、そういう物を置けない所につい

ては、網とかでやっている所もあるんですよね、実際。そんなこともできない所は、これから

対応してもらえないのかなと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 
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 今のご質問でございますが、確かに道道ふちの所におきましては、ごみステーションが置け

ない、場所が無いということで、当日出して網等をかけているという方もいらっしゃるかと思

いますが、その辺は十分現地を確認しながら、今後どのようにしていったら良いのか、検討さ

せていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 ３款の保育所費なんですが、臨時保育士雇用事業ということで、１,３００何がしで雇用を促

進すると言うことですけども、今年本採用の方が２名退職されるわけですが、その方の補充と

かは考えておられないのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今年度末をもちまして、２名退職いたしますが、新たに正規職員として２名採用試験の結果、

内定を出しておりまして、４月より本町において勤務する予定でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無いようでございますので、ここで説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 ５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費。７０ページ～７１ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 １９節の負担金補助及び交付金の中の、農業担い手育成協議会負担金ですが、昨年よりかな

り増額になっている中で、それなりの活動と言うか、どのような方策があるのか、ちょっとお

聞かせ願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 清里町農業担い手育成協議会負担金でございますが、昨年は５万円でしたが、今年は２０万

円ということで増額になっております。この協議会につきましては、町、議会、教育委員会な

ど各団体の会長の方々で構成している団体でございまして、農業者の担い手対策ということで
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結婚相談なり、いろんな事業を展開しているところでございます。本年度の２０万円につきま

しては、結婚推進研修会への出席旅費、また札幌にありますマリッジ活動助成費としての補助

などでございます。昨年から今年に向けて増額している部分につきましては、昨年度は繰越金

があったことから負担金が少なかったものでございます。なお、この事業実施に当たりまして

は、町と農協がそれぞれ２分の１の負担金を出して事業を実施しているものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 たまたま今日、そういうセミナーが開催されているようですが、担い手という部分で農業後

継者対策はなかなか難しいところがあるのですが、しかし、これが一番、農業振興の中で大切

な部分なのですが、婚活に対して行政がどうのこうのと言う部分は無いんですけども、もう少

し発展性のある手立てがないものかと思うんですけども、単にいろんな講師を呼んで講習会を

します、あるいは、以前は３町持ち回りで後継者に対しての出会いの場を提供していた事実も

あるのですが、なかなかうまくいっていない。しかし、農業振興の中で担い手の確保をしない

と、産業として当町でも農家が継続できないという、本当に一番重要になる部分がなかなかう

まくいっていないのかなと。参考までに鹿追あるいは浜中だとかの実験農場の中に、アパート

的なものを考えたり、管内で言えば斜里農協が直営でやっている、そういう所もありますし、

常呂でもそういう話は聞いています。やはり、いろんな部分で行政もそうですが、ＪＡとの話

合いの中で、何らかの戦略なりを構築しながら前向きに取り組んでいただきたいと。話合われ

ていただきたいと思うのですが、その辺どうでしょうか。可能性があるのかどうか、お聞かせ

願えれば。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 担い手育成協議会の事業といたしましては、一昨年までは斜里・小清水・清里の３町で、関

西・関東方面から女性の方に来ていただき、こちらの農業者との出会いの場を作るという形を

行ってきておりましたが、３町どこも共通しておりますことは、向こうから来る女性も少なく、

こちらの男性の出席者も少なくて、なかなか出会いの場が持てないことから、年２回やってお

りましたが、清里町は昨年から辞退しております。今は斜里も年１回にしておりますし、小清

水も今年から抜けるという形の中で、関東・関西の関係につきましては、間もなく中止になる

のではないかという状況にきております。そのような中で、今後はどんな形で事業を展開する

かということでございますが、札幌にありますマリッジセンターに登録しますと、マリッジセ

ンターで女性を用意していただきまして、その方との出会いができるというような婚活の場が

今、できておりますので、そういうところに出席して、出会いの場を作っていくということも

今年度からやっていきたいと思っておりますし、また、先ほど前中議員さんからもありました

が、担い手だけを対象にするのではなくて、結婚していない青年みんなを含めて、今日のよう
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な研修会を実施するというようなことも考えております。また、異業種交流の中での出会いの

場なども作りながら、いわゆる担い手対策に繋がっていくよう、協議会やＪＡとも十分連携し

ながら進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 大変難しい問題なのですが、当町にも短期実習生受入れ制度の中で、例えば住み込みで体験

実習を実施したいという要望があった時に、受入先の農家の中にはこういう事業があって、縁

があってそういうところで出会って結婚したという例もありますが、なかなかライフサイクル

の中で個人の実習先の農家に寝泊まりしてということが、このご時世大変難しいかなと。プラ

イベートを確保してあげるという手立てがない限り、いくらこちらから募集したとしてもなか

なかできない。現実、それに対して受入先の農家、今までは受入先に後継者がいるという形で

進んでいた経過がありますが。今後、もう少し発展性を持たせた中で協議を進めながら、関係

各位と連携をとって進めていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 担い手協議会の部分で今ありました、プライベートの確保と言うようなことで、住宅や生活

の場も含めまして十分協議をしながら進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りた

いと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 この件に関しては、私も過去に一般質問も行ったり、予算委員会でもたびたび言ってきたわ

けですが、前中議員が言われたように、本当に一番大事な問題だと思いますし、これは避けて

通れないと思うんですよね。これから第１次産業をしっかり守っていくという中では、後継者

対策は農業に関わらずですが。今、課長が言われた札幌のマリッジセンターでのことも考えて

いるということで、それももちろん大事なことですけども、やはりＪＡや商工会やいろんな所

と連携を取って、何か良い対策がないかと。定住移住やお試し住宅など、いろいろやっている

わけですが、そっちも大事でしょうけども、清里に滞在して半年なり１年なり生活していただ

いて、安心してここに嫁いで来れるとか、もっと今以上に考えてしっかりとやってもらいたい

と、私からも強く要望しておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 担い手対策協議会を中心に進めているところでございますが、鹿追などの先進地では、相談

員の中に専門相談員を専属で置いて、本格的に個々の農家に出向いて聞き取りをしたりしなが

ら、結び付けていくということをやっている町村もございます。うちの町についてもどういう

方法が一番良いのか、担い手協議会を通じて十分検討させていただきながら進めてまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 是非検討していただきたいと思います。今のところ、農業委員の皆さんに推進委員を委託し

てお願いしているわけですが、なかなか難しいと思うんですよね。やはり、ＪＡ職員も町職員

も担当を決めて、責任を持って実行していくという体制づくりを是非お願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に無ければ、次に移ります。 

 ２目農業振興費。７１ページから７２ページ 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 農業振興費と畜産にも関係する部分ですが、日本もＴＰＰにいよいよ参加表明をしたと。そ

ういう中において、関税が撤廃されればとんでもないことになっていくわけです。国が試算し

ている部分で、ＴＰＰに参加して関税が撤廃されると約３兆円。国はＧＤＰが３兆２千億円で、

その部分でそこの穴埋めはできると言っておりますが、３兆円というのは毎年のことでありま

して、３兆２千億は１０年をかけてみたいなことで、全然合う数字ではありません。そのこと

も含めて今、重要品目として５項目が守れるのかどうか、本当に例外という扱いがされるのか

どうか、実に微妙なところでございます。うちの農協で試算した額で言いますと、おそらく今

の売上の６割ぐらいが損失となるのではないかと。５５～５７億なんですか。４７億なのかな。

多い年で５０億ぐらいいくのかなと思いますけど、そうなりますと、その内の３０億ぐらいの

ものが損失すると。生乳も含めて。おそらく中身として見れば、今の制度の中での固定払いな

り、成績払いを含め、また牛乳に関しては生乳の補給金などもおそらく損失の対象となってく

るのではないかと思います。そこで、うちは当然、農業の町でございまして、管内は約４千億

ぐらいの損失と言われていますが、うちの町において関連するような部分も含めて、損失のシ

ミュレーションはされているのか。そこの部分についてお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 
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○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今、勝又議員からお話がありましたとおり、ＴＰＰが導入されたならば６割～７割は減

収になって、全ての農業が壊滅的ダメージを受けるのではないかということは、新聞・テレビ

等で報道されているとおりでございます。先般、農協ともお話をいたしまして、どのくらいの

減収になるか、影響があるかということは話合いをしておりますが、町といたしまして何千万、

何億減るというようなシミュレーションは、今のところしておりません。ただ、いずれにいた

しましても９０億、１００億あるものが、２０億、３０億まで減収して、多大な影響を農業に

及ぼすということは十分承知しているつもりでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 参加表明はしましたが、明日からということではありません。先があるわけでありますが、

町長も活性化期成会の方で集会等にも参加しておりました。うちは農業が基幹産業の町でござ

いますので、より強力にうちの畑作３品、これは重要品目の中にも入っておりますので、守っ

てもらえるのかどうなのかわかりませんが、例外扱いにされるかどうかはちょっと微妙なとこ

ろではありますが、そういう運動は強力に展開していかなくてはいけない部分かと思っていま

すので、強力に進めていっていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３目畜産業費。７２ページ～７３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ４目農地開発事業費。７３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ５目道営整備事業費。７３ページ～７４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無いようですので、次に移ります。 

 ６目清里地域資源活用交流促進施設費。７４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問が無ければ、次に移ります。 

 ７目札弦地域資源活用交流促進施設費。７４ページ～７５ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ８目農山漁村活性化対策費。７５ページ。 

 池下昇君。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 １５節の工事請負費、温泉施設等解体工事費２,６００万について、お伺いいたします。温泉

施設等解体工事で、昨年９月の常任委員会で概算事業費の一覧表をもらっているのですが、そ

の表によると２５年度の解体工事費が１千万円になっているんです。それがなぜ今回、２,６０

０万になっているのか。そこをお伺いしたいと思います。また、活動施設の改修工事の金額も、

昨年の表では４,７８０万円になっておりますが、これに対して６,１２０万円となっている。こ

の２つについて、その理由をお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 昨年９月にパパスランドの概算事業費ということで、議会常任委員会にお示しした経過があ

ります。その時に温泉施設の解体工事は当初は１千万円と出しております。そして、改修工事

については４,７８０万円で出しております。これはいずれも当初、実施設計などを出す前の段

階での概算数字ということで出しております。その後、昨年９月の議会で補正をしていただき、

実施設計を実施した結果、当初の金額よりも上回る結果となったものでございます。改修工事

につきましては、いろんな方々からご希望を確認したり、また、改修を進めていく中で当初は

改修を予定していなかった所も改修しなければならない場面が多々出てきております。そのよ

うなことで、当初よりも事業費が増えているということで、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 昨年の表によりますと、当初の事業費が全体で７億４,６００万円。その内、国からの交付金

が１億４,７００万円。道からは６千万円。このように、事業費がどんどん増えていっているん

ですよ。そして、新年度予算で外構工事ですが、その分を入れると全体額はいくらになるのか、

お聞かせください。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今ご説明いたしました、改修工事と解体工事が大幅に増えましたので、合計では当初概

算でお示ししました７億４,６００万円が、８億になろうとしております。主に増えた部分とい

たしましては、解体工事で約１６００万ほど、改修工事でも先ほど説明いたしましたような所

が増えておりますし、駐車場の外構工事などにつきましても増えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 このように実態としてはどんどん増えているんですよ。やはり、先の常任委員会でもこうし

た状況にも関わらず、全体事業費に関する変更とか訂正とか、そういうものについて一切説明

がなされていない。なぜ、委員会等でそういう説明がなされていないのか。ちょっとその辺も

お伺いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 先の常任委員会におきましては、２５年度の当初予算編成ということで予算についての説明

をさせていただいたところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、課長の答弁を聞きましたが、この全体額も説明してくれましたか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 常任委員会におきましては、２５年度の当初予算に計上しようとしている項目についての説

明はいたしましたが、全体額の説明まではしていなかったと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

 やはり、これだけ大きな事業なので随時、委員会の中でその部分が増えたからと言ってその

部分だけを説明するのではなく、その部分と合わせて全体がこのようになっていますよという

ことを、数字として資料を提出するのが私は大前提だと思っているのですが、今後はそのよう

なことがないようにしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 全体の額が大変大きな額でもございますし、また、単年度事業でもないということもござい

ますので、今後につきましては、できるだけ詳しく詳細まで説明するようにしてまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問はありませんか。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 先日の定例会の冒頭の条例のところでもお伺いをしたわけですが、加工施設の活動室の関係

の使用について、あの時の答弁の中に「３割の部分はパークゴルフ場でも営業していた時は」

とか、何だか訳のわからないような形で終わっている部分があったのですが、４月２日からの

オープンに向けて設備をしていく中で、実際には今年度の１０月ぐらいからにしかなっていか

ないと。そういう環境の中で条項は４月１日に作られなければならないと思うのですが、お試

し的な製品の販売も駄目だとか、いろんな部分での要望があって、今、池下議員が言われてい

たことは、裏を返すと、私は実は総括の時にこの問題は取り上げようかと思ったのですが、私

も黙っていられないので話しますけども、ここの部分は昨年１年間の委員会であった報告事項、

確かに課長は説明しています。委員会の中でいろんな論議が出てきています。その改修が次の

時点、次の委員会で報告されるのかと思ったら報告されない場面が多々ありました。そして、

最終的に本会議でこういう形で出てくるんですよ。私は何月の委員会かは忘れましたが、この

運営費の業務委託費の数字が出た時点で、この施設の内容や運営に関わる環境はどのようにす

るんですかと。それは今後十分に検討していきますという回答があったんです。その説明が無

いまま、今回ここに、この予算審議資料の中に書いてある。例えば、町民活動施設の中におけ

る新しく導入するであろう、あるいは整備される中に、アイスクリーム・シャーベットマシン

等と書いてあるんですよ。乳製品等の加工については設置しないという話もあったような気も

するのですが、前もってお知らせくださいと言う時に無くて、こういう形になっているという

部分。これはどうなっているのかと。それと今回、活動管理業務委託費として１９０万出てい

ますが、予算では出ています。ですが、今年度については４月から休業して改修がかかるわけ

ですよね。これらの施設は完成するまで、１０月ぐらいまでこの施設については使用できない

という環境なわけです。そういう環境にありながら、１９５万２千円の維持費がかかりますと
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いう出し方。一体の要望についてはどのようにしていくのかと。この施設運営のあり方はどう

していくべきなのかということ、いろんな団体からの要望やいろんなことをどうしていきまし

ょうかと。課長は委員会の最後に、これから十分に協議をしていきますと言いながら、確か前々

回くらいの委員会の最後に、委員会でまとめて要望書を出して提出して報告がされました。そ

の報告は、課長が説明した文書だけなんです。この１年間、委員会で委員が論議してきたいろ

んなことについての、例えばこの部分については検討したけれども、こういう理由でちょっと

できないとか、改善策が何にも無いわけです。その中でこの予算書ができ上がっているんです

よ。縮小されているのではなく、拡大されているんですよ。これで十分にでき上がってから利

用者などから不満が出なければ良いですよ。こんなはずじゃなかった、こうだったんじゃない

のかとならないように、私たちもやるのであれば良い物を、そして皆でという思いだったのに、

どうも噛み合っていない。こういう形でいきたいという前の部分での論議の説明の仕方に、私

は疑問を持っているんですよ。委員会は必要なのか。清里町の議会議員はどれだけの能力があ

るんだと。私自身が能力が無いばっかりに問題なのかもしれませんが。討論の場所ではないの

でもう止めますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 使用料の条例の関係がありましたので、改めて説明させていただきます。町民活動施設設置

条例の制定につきましては、この施設は目的であくまでも地元農畜産物の加工であったり、地

元住民が実施する作品の制作並びに健康増進施設として利用するということが目的でございま

して、基本的に営業を行う施設としては考えていないものでございます。しかしながら、使用

料のところに営業に関わった場合については３倍ということが、備考欄に記載してございます

が、これは例えば、貴金属商のような方、呉服店や補聴器などを活動施設の研修室や休憩室な

どで販売したいと、営業行為をしたいというような場合には、この３倍について適用させてい

きたいということで作っているものでございます。先般、パークゴルフ場の話もいたしました

が、全ての施設で明らかな営業目的で実施した場合については、これを適用しますよというこ

とでございます。それで、加工室や陶芸室につきましては、いろんな方が利用されると思って

おります。現在６次化の部分も随分普及してきておりますし、先般、勝又議員から言われてい

たようなことも今後あろうかと思いますが、そのようなことが実際出てきた場合については、

条例の中に「町長が別に定める」という規定がございますので、それらの規定で要綱なり要領

を定めながら、町民の皆さんに使いやすい施設になるよう、改善を努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 次に、２点目の審議資料に記載されております、アイスクリーム・シャーベットマシンの件

でございます。当初、常任委員会におきましても、乳製品というのではなくて、当初あった物

で使用不能の物については備品の入替えをしていきますということで、新たな物を入れるとい

うことは説明してきていない中で、ここにこのような物が出てきておりますが、この当初予算

は昨年の１１月～１２月にかけて作っている段階では、まだ備品等が確定しておりませんでし

たので、この辺につきましては今段階、最終の微調整を行っているところでございますので、
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このアイスクリームとかシャーベットマシンについても、最終の調整を図らせていただきたい

と。今図っているところであるということで、ご理解を賜りたいと思います。 

 もう１点、業務委託費の部分につきましても、２０５万２千円の話が出ておりましたが、町

民活動施設の加工室等の施設につきましては、これから改修が入りますので、１１月の段階で

なければオープンできないわけでございますが、町民活動施設の中にはパークゴルフ場があり

まして、パークゴルフ場につきましては連休ぐらいから営業が始まりますから、その関連もご

ざいまして、パークゴルフ場の管理に係る業務委託費と町民活動施設のオープン後の分を合わ

せて２０５万２千円を業務委託費として予算計上させていただいたところでございますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 課長が今答弁されたこと全て、昨年１年間の委員会の論議の中で出てきたことですよ。３月

定例会の冒頭の話で出てきた話ではないんですよ、全てが。そういうその場限りの回答や説明

をされたら、大切な時間が無駄になる。しかも、今言われました維持費ですが、パークゴルフ

場はいいです。プレイグランドなどは１１月まで休むんですよ。確かに管理人を置けと私たち

も言いました。だけど、今年度実際問題として、そこまでにできなかったら、今の時点でこう

いう形で上げるのはおかしくないですか。この業務委託の募集をかけているはずですが、どこ

に決まったのかも議会には報告ありませんし、報告する必要が無い部分なのかはわかりません

が、いろんな問題をいろんな意味で含んでいるんですよ。これから細部にわたって検討すると、

施設に購入する物を今頃どうのこうのって。１２月に出したからとかって話ですか。一番最初

に改修するという時から、いろんな団体から話を聞く、利用者から聞くというスタンスで進め

てきたのではないんですか。前回の委員会での回答。ここに資料を持ち合わせていないですが、

説明していますと言うのは、課長が町から言っただけですよ。全て委員会の中で皆さんから出

たいろんな意見には何にも答弁されていないんですよ。一番最初に言ったことと全く一緒だと

思いますよ。そして、ここにきてこういうような、乳製品等に関することは非常に難しいと言

っておきながら、１１月、１２月にこうやって出ましたと。そして、販売も駄目ですと言いな

がら、結果的にそこで作って食べるということですよね。これはどれだけの要望があって、ど

れだけの利用率を見込んでいるのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 審議資料のアイスクリーム・シャーベットマシンにつきましては、先ほども申し上げました

が、昨年末ぐらいでこの資料を作ってございまして、この部分については当初、委員会等でア

イスクリームや乳製品関係は入れないと説明していたにも関わらず、載せたことが間違いでご

ざいますので、これについては最終調整の中で削除をかけたいと思っております。 
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 それから、業務委託費の関係でご質問がございましたが． 

（「休憩」との声あり） 

（「休憩に賛成」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで休憩いたします。 

                              休憩  午後２時４６分 

                              再開  午後３時０１分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 審議資料の２３ページのアイスクリーム・シャーベットマシンにつきましては、当初から乳

製品の新規備品は導入しないと言っている中で、この記述は間違いでございまして、ここに記

載してしまいました。修正させていただきたいと思います。大変申し訳なかったです。お詫び

申し上げます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２項林業費・１目林業振興費から２目自然保護対策費まで一括質疑いたします。７６ページ

～７７ページ。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 林業関係の１９節の負担金補助及び交付金の製材等流通補助１,５００万と書いてあるので

すが、要綱の中にも工場から創出までの流通ということで３社に対して出しているわけですが、

今、貯木場の問題等がある中で、予算等の出し方に関しては同じような考え方で執り進めてい

くという予算の出し方なのですが、これらについて、今年度はこういう形でしか出ていないの

ですが、今後も同じようにいくのか。基本的にどういう方向性を踏まえてこういう予算になっ

たのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 釧路の貯木場関係につきましては、今、釧路市と北海道などが中に入りまして、いろいろと

進めているところでございまして、まだ不確定なところがたくさんございますので、今回の予

算には反映をさせていないところでございます。なお、製材流通経費の補助につきましては、

木材製品の生産工場から販売地までの外部発注による輸送費に対しての補助となっているもの

でございます。清里町においては、札鶴ベニヤ、札弦林材、清里林産の３社が該当しているも

のでございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 これは３社に入っているわけでございますが、原木等やそういうものでいくと、大きな問題

点がそこには出てくるかと思うわけですが、この要綱の中の１,５００万は良いわけですが、た

だ、そういう実態の中で、基本的には要綱では１,５００万ですけれども、林産事業そのものを

振興していくための一部の助成であると。こういう環境の中で状態が非常に大きく変わってき

ているとするならば、同じ予算であってもそれを多面的にその経営主が、あるいは町としてそ

れを運用できる方法を作られるという方法、捉え方ということも非常に大切なような気がする

わけです。例えばこれが負担が増えたからと言って、今度貯木場の問題に対して町が別で新た

にやっていくということになると、こっちからこっちにならない、総合的な環境で運営をされ

ていくとするならば、現在ある補助金体制というものを、そういう一貫性の中の補助金体制の

方向に変えていくべき時期にも来ていると思って。私はこの問題が駄目だと言っているのでは

なくて、この予算が有効に使われるために、やっぱりされていくべき事項でもあるような気が

するわけですが、あえてその意味で、今回は同じような予算で私は良いと思いますが、そのこ

とが結果としてどういう方向にいくのかと。その後、町がいろんな問題で臨時議会を開催しな

ければならないようなことの無いように、むしろ方向性では一体的な方向で。この枠組みの仕

方自体を考えていくということも、私は今の時点である程度必要な部分もあるのかなと思って

おりますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ちょっと大きな問題ですので、私の方から。今、釧路の水面貯木場の問題がまだ決着してご

ざいません。それについては縷々、町長の方からもその都度その都度、説明させていただいて

おりますが、今後についてもどういった動きになったか、あるいはどういったことに着地した

のか、新聞報道で知ることもあろうかと思いますが、役場からも皆さんにご説明申し上げて、

今後の町としてのスタンス、町としての例えば支援があるなら支援の仕方等も含めて、この流

通経費補助と関連するかもしれませんが、その都度また所管の委員会とご相談申し上げて、ど

の方向が良いのかじっくり協議させていただきたいと思います。今はまだ決まっていない段階

ですので、何とも言えない状況でございますので、それだけご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 そのことを十分に理解したなら、質問の仕方と表現が私は下手だから駄目なのかなと思うの
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ですが、林産事業に対して助成をしていると。このことは非常に大切であり、していかなけれ

ばならない。でも、今まで一番大変だったのは、製品を工場から販売地に運ぶこと、外部に対

する輸送が一番大切だったのかもしれない。でも、時代の変革とともに今出てきた貯木場やい

ろんな問題が出てきているとすれば、その要綱内容を全体としてどうするのかという枠組みに

しておかないと、ここでそのことが決まってから、これはこっちの部分に対してやりますとな

ったら、林業の振興策はどういうものなのかということにもなってくると思うので、十分に検

討をしていっていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 貯木場の関係の推移も見極めながら、頭に入れながら、この製材等流通経費補助というのは

要綱に基づいてやっておりますから、今回はこの予算の中で執行していきたいと思いますし、

変更があるとなれば、またご協議申し上げまして、加藤議員のおっしゃる、全体を見据えた要

綱にしたら良いのではないかというご意見もあるでしょうし、別にという考え方もあろうかと

思いますので、その都度また協議させていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に無ければ、ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため、暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費。７７ページ～７８ページ。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 １９節の商工振興事業費補助ということで８００万計上されております。昨年は７２０万と

いうことで、８０万ほど上乗せになっているわけです。審議資料の中にも「２５年度より商品

券事業の拡充を図り、消費者の町外流出を減少させるとともに町外者の購買増を図る」という

ことで、これはおそらく町外に向けて商品券を売っていくということなのかと思います。その

部分での増額ということで捉えてよろしいのか、その辺お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 商工振興費補助の８００万円の関係です。昨年の７２０万円が今回８００万円になって、８

０万円増えた主な理由は、プレミアム商品券の部分で、昨年４４５万が今年５００万円と、５

５万円増やしたことが主な理由でございます。増やした理由につきましては、町外からの入込
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みを求めるということ以外に、管内でこのわくわく商品券事業、プレミアム商品券事業を実施

している市町村は１５ございまして、その中で補助率ですが、清里町は全体事業費の８４％を

今まで補助してきております。４４５万円が８４％に相当するのですが、１００％補助してい

る町村が管内全体の半分近くあるということから、清里町につきましても９５％まで町の補助

率を引き上げた結果、５００万円になったということでございます。それで、１００％の所も

たくさんあったのですが、１００％にすると町民の税金を外部に向けてということには難しい

ということもございまして、５％除いて９５％の補助をさせていただいたということでござい

ます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 そのことが、他の市町村で取り組んでいる所が１５あるということですが、特に差別あるわ

けでもないわけで、問題は町外に向けてという部分ですから、量的な部分では今までと同じ量

ということで解釈して良いのかなと思います。これをどういう形で売っていくと言うか、そこ

ら辺がちょっと見えないような部分があるのですが、その辺どのように考えているか、お願い

したいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 プレミアム商品券の販売方法については、商工会に依頼しているところでございます。昨年

来もチラシ等で町民周知をした上で、販売をされているのが現状でございます。ただ、昨年を

振り返りますと、１回目の時には売れ残りが出たというような中で、２回目は逆に早々に売れ

てしまったというようなことがありまして、どのくらいの方が買い求める状況なのかは、なか

なか読みづらいところがあると思っております。また、この事業を展開するにあたって、商工

会の方からお聞きしているところによれば、町外の方々も入ってきていると。そして、清里町

のポイントカードを作られて、日頃も清里町で買い物をされている方が徐々に増えてきている

という話も伺っているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 商工会の補助に町外からも買いに入っているということで、町外流出も減って、外からも購

入されるということなんですが、全体的な量的なものが増えないという部分では、さらに町外

に向けてということをやって行くと、町内調達する部分で不足も生じるようなことがあるのか

なと思うのですが、どうなんでしょうか。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 昨年を見ますと、チラシ等で２日間行う場合には、１日目は半分とか残りは２日目というよ

うなことも明記しながらやっているわけでございますが、いずれにいたしましても早い者勝ち

で、先に並んだ人が買えると。後から来ると、全部売れてしまえば買えないということは、ど

うしてもあるのかなと思います。ですから、できるだけ町民の方々も早めにお買い求めいただ

きまして、プレミアム商品券を利用して地元でお買い求めいただきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 町民が早めに買ったら、今度は町外が買えなくなるような部分があるから、せっかくそうい

うような取り組みをしても、どっちが良いのかと思いますが。ただ、考え方として町外からの

買い物客をという部分での事業の取り組みというのは、僕は賛同いたしますので、そういうこ

とで進めていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目観光振興費。７８ページ～７９ページ。 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 １３節の委託料の緑温泉揚湯試験業務委託料の中身について、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 緑温泉につきましては、当初４４．６度ぐらいで３３０リットルの湯量があったところでご

ざいますが、１８年くらいから急に湯量が２００リットル前後まで減りまして、一度ポンプの

入替えをすることによりまして、２５０リットルくらいまでは復活したのですが、その後また

低下傾向にありまして、ここ３年くらいは２００リットルを下回るような状況で、湯量が出て

きている状況でございます。そのような中で、露天風呂の温度も十分に確保できないというこ

と、また、温泉を汲み上げるポンプも緊急の警報ブザーが鳴ると。渇水状態になるというよう

な状況がずっと続いてきたわけでございます。それで、札幌の地下資源調査所にこの井戸をど

ういう形で改善する方法が良いかお聞きしたところ、揚湯試験というものをやって、何が原因
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で湯量が減っているのかを確認しなければ、対策の措置が取れないという指導を受けたところ

でございます。その指導に基づきまして、今回揚湯試験をまず実施いたしまして、それに係る

経費が４６９万４千円となっているところでございます。 

 

議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 委員会でも少し説明を聞いた気がするわけですが、その試験をやることによって、営業には

差し支えないのかどうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 最低でも数日かかるとお聞きしておりますので、土曜日、日曜日、若しくは月曜日の休館日

などを利用しながら、できるだけ利用者にご迷惑をおかけしないようにして、進めていきたい

と思っております。また、事前に広報等でも周知しながらこの事業を進めてまいりたいと考え

ております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問が無ければ、次に移ります。 

 ３目オートキャンプ場費。７９ページ～８０ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ４目江南パークゴルフ場費。８０ページ～８１ページ。 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ちょっと確認なのですが、７節の賃金１７３万６千円出ているわけですけども、これについ

てはシルバーから何人かお願いしているのか。確認です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 パークゴルフ場の人夫賃につきましては、シルバーセンターではなく、町の直の臨時職員で

行っております。臨時職員３名で交代で事務を行っております人夫賃経費となっております。 
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○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

 ここで５款農林水産業費、６款商工費、産業課の予算が終わりますが、５款、６款で質問漏

れがあれば受けたいと思いますが。 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 札弦の加工施設と一緒に管理されるパーク場について、お聞きしたいのですが、町民の方に

ついては無料、健康増進のためということで良いのではないかと。そして、町外から来られる

方、聞くところによると、最近、川湯温泉だとかも客も減っているという中で、パーク大会な

どを企画して、各地域の老人の方だとかのパークのツアーと言うか、そういうので札弦のパパ

スでパークをやられているという話も聞くわけです。向こうは営業でやっているわけで、そう

いう中で、私も何回か言ってきたのですが、町外の方については今後、道の駅にもなって、や

はりそこでパークをしようかとなった場合に、有料ということも考えてもらいたいと言ってき

たわけでありますが、そこら辺について検討をなされてきたのか。もしなされてきたのであれ

ば、それが有料にならなかった理由はなんなのか。ちょっとお聞ききしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 パークゴルフ場につきましては、清里町に有料の江南パークゴルフ場、無料でやっておりま

すパパス、緑、トレセン、緑ヶ丘公園などがございまして、ここについては無料で町民に広く

利用していただくということできておりますが、今、田中議員からお話がありましたように、

パパスなどは芝生も良いということで、随分バスで来て利用される方もいると聞いております。

それで、使用料の関係なのですが、パパスだけを有料にする、しないということにはならない

かと思いますので、パークゴルフ場全体を総合的に検討してまいりたいと思いますので、ご理

解賜りたいと思います。 

 

議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 町民の方の健康やレクレーションの場として、パークを楽しんでもらうと。それについては

無料で良いのかなと。江南については特殊に造ったパーク場ということで有料ですが。先ほど

言ったように、パパスの部分についてもやはり町内の方については無料で良いと思います。私

も前に十勝の方だったと思いますが、道の駅に寄った時にパーク場がありましたが、ほとんど

が有料なんですよね。よそが有料だからうちも有料にするというのは別にして、経費もかかる

ことだし。今までは札弦のパーク協会か何かにも協力してもらって管理もしていただいている

と。そういうようなことで、今後、パパスの農産加工施設とパーク場に管理人を１人置くとい
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うことなので。従来だと、ただ料金を徴収するのに１人いたら入ってもらわない方が良いとい

う結果にもなるんでしょうけども、これから加工施設、パーク場には管理する人が１人いると

いうことなので、その辺もう一度検討していただきたいと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町内者、町外者の線引きなど難しい点もありますが、今年度からは管理人を配置するという

こともございますので、他のパークゴルフ場も含めて総合的に検討させていただきたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 基本的な考え方を申し上げますと、緑ヶ丘公園、トレセン周り、パパス、緑と、地区ごとに

町民の健康増進施設という位置付けでやってございます。また、田中議員のおっしゃるように、

有料化して町民は無料、町外は有料という分け方もなかなか線引きが難しいですし、管理人が

随時パークゴルフ場にいれば問題はありませんが、なかなかその辺も難しいということで、本

当の検討事項ということでございますが、基本的には無料で町民の方に利用していただく。団

体が来て町民を追い出すようなことがあれば、団体は断るべきだと思いますが、それもなかな

か難しいかと思いますし、実情を鑑みまして、検討材料ということにさせていただきたいと思

います。 

 

議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 有料にしたら良いのか、無料が良いのか、本当に十分に検討していただきたい。やはり向こ

うも商売で、営業で利用されているわけなので、そこら辺も十分に考えながらやっていただき

たい。こっちもパーク場の維持管理費もかかるわけですから、町民の方は別として、十分に検

討していただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 パパスに関しましては、特に道の駅という施設が今回できますので、そういった団体のお客

さんが来ることをプラスにいたしまして、お店に誘導するようなことも考えながら工夫してい
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きたいと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に無ければ、ここで説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため、暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費。８１ページ～８２ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります 

 ２目道路新設改良費。８２ページ～８３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２項都市計画費・１目公園費。８３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３項住宅費・１目住宅管理費。８４ページ～８５ページ。 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 １９節の太陽光発電の補助が４５０万、１５件分だったと思いますが、この件について、今

は大変ブームと言うか、かなり設置者が増えてきているわけですが、１５件を超えた場合には

ここで打ち切りになるのか、補正を組んででも続けていくのか。町が推進している事業なので、

その辺の考え方をお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 基本的には予算総計主義でありますから、当初予算の中において、ある一定の戸数を見込み

ながら計上させていただくのが本来の姿だと思いますが、ただ、政策的な予算という形の中で、

地域全体の中で再生エネルギーをしっかりと活用していこうといった方向性の中で、５カ年計

画の時限的な要綱でございますが、過去の年度においても要望が多かったという実態の中で、

補正予算を組まさせていただいた経過もございますので、そういった状況に応じながら、所管

の委員会ともそういった事態が生じた場合については協議をさせていただいて、対応を図って

いく。こういった姿勢で今後とも進めていきたいと考えてございます。 
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議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 そういうことでよろしいかと思いますが、ちょっと参考までに聞きたいのですが、この事業

が始まって３、４年ですか。今までどのくらいの実績なのか、わかればお願いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 ２１年度から２４年度まで４カ年経過して、２５年度が５カ年計画の最終年度になってござ

いますが、当初年度の２１年度で８件、２２年度で８件、２３年度が１７件、２４年度が１４

件となっており、全体で４７件といった実績内容になってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目住宅建設費。８５ページ。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 最後の答弁漏れのところで聞くような話かとも思うのですが、公営住宅等の駐車場というの

は、基本的には１戸１台の駐車スペースという環境であるというのが今の現状だと思いますが、

今は夫婦共稼ぎだとかいろんな形の中で、駐車場問題、今の規定は確かにありますが、これら

の問題で、どうしても子供を病院に連れて行く時にもう１台いるということで２台置く時に、

駐車場の問題が非常に大きな問題としてあるのかなと。ただ、今の現実として、規定の中でそ

れは許されていないということなのですが、これからの公営住宅の駐車場の問題、そして今現

状ある形の中で、用地専用率というのはその敷地の中における部分もあるだろうし、あるいは

消防法の問題等、いろいろあるかと思いますが、距離はちょっと長くなるとしても、そういう

ものを改善する努力、必要性について非常に考えるので、この辺についてはどう捉えているの

か。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 ただ今の加藤議員からのご質問でございますが、実態的に公営住宅そのものについては、社

会福祉制度の中の一環として整備をさせていただいております。そういった中で、単価基準で

すとか、面積要件ですとか、付帯施設の関係ですとか法律上または政令によって規定されてい

るところでございますが、今般、昨年度の条例改正の中において、基本的には町の考え方、地
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方分権一括法の中において整理されている部分がございますから、当然、今ご質問にあったよ

うに、若い世代の方々、共稼ぎなどの方が非常に増えていらっしゃって、そういった中で仕事

上、さらにはお子様の通院の関係とか、種々そういった郡部に住むことの利便性をやはり確保

していくという形の中で、そういった要請が非常に多くなってきてございますので、今年度も

新たな住宅に対する設計等を織り込んでまいりますので、そういった中で内部的には検討させ

ていただきたいと思います。ただ、今前段で申し上げましたとおり、社会福祉制度の公営住宅

法の一連の政令などにおいて一定の基準がございますので、そういったことを参酌しながら、

あるべき当町における若年人口の確保や、過疎地における利便性の確保といったものの不平等

が生じないような形の中で、どういった方向がよろしいのか、十分検討を加えさせていただき

たい、かように考えてございます。 

 

議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 是非積極的にこの問題は本当に生活の基本的な問題、特にこういう買い物等いろんな形での

問題が出てきているので、このことは早急にしていただきたいと。 

 もう一つ同時に、私は基本は１戸１台の駐車場で良いと思います。どうしても１戸で２台の

駐車スペースが欲しいという場合については、私は有料方式を取るべきだなと。そしてまた、

用地が真横にあればベターですけども、それはなかなか難しいので、ちょっと離れた所でも良

いからそれを確保していく。そういう努力が非常に大切だと。公営住宅法などで決まりがこう

だから駄目ですじゃなくて、これは私たちが住んでいく町だから、私たちが快適な生活を作る

ための基準は自分たちで作っていかなければならないと。そういう要綱の中で、今の課長のも

う一歩踏み出す、当然のように今年実施に向けたスタートを是非切っていただきたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 先ほども申し述べましたように、一定の基準がございますが、地方分権一括法の中において、

そういった中において地域実態に応じた形も可能だと。但し、そういった場合については、社

会資本の交付金を使いながら建設をしてまいってございますが、補助対象外、交付金の対象外

という形の中での、町単独の負担が増えるという前提もございますので、そういったことも十

分頭に入れながら、新たな住宅建設設計にあたっては考慮した中で検討を加えさせていただき

たいと、かように考えてございます。 

 

議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 これから建てる新しい住宅の場合は可能でしょうが、今ある現状の住宅の部分についても、

場所の確保等があるかと思いますが、積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 当然、今回の建設設計にあたっては、古い住宅の方も社会資本を用いながらやっていくとい

う、そういった経過もございますので、既存住宅、加えて新しく設計する住宅と、全体的な町

営住宅のあり方の中で、総合的な検討を加えさせていただくと、そのようにご理解賜りたいと

存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 低所得者住宅だとか単身住宅は結構多いのですが、子供が２人、３人いて、低所得者住宅に

いたら、部屋数が２ＬＤＫとか１ＬＤＫとかで狭くて、子供が学校に行くようになると、プラ

イベートだとかいろんな面でもう少し広い所に入りたいという要望があって、家を建てられれ

ば良いんですけども、建てられない場合、もう少し広めの住宅をと。子供が卒業してしまえば

また広くなるんですけども、ちょっと狭くて、そういう住宅は無いのかという要望もあるんで

すけども、その辺、どういうことになるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 現実といたしまして、先般行った公住選考の中においても、非常に澤田議員からお話があっ

たような若年世代と言いますか、若い世代でお子様をお持ちの方、子供たちが幼稚園、小学校

に上がっていくという中で、２ＤＫから２ＬＤＫ、または３ＬＤＫと、住み替えの要望が非常

に強く上がってきているのが現実です。まして、町の方としても今後の公営住宅に係る全体的

な運営の方向性として、公営住宅間における住み替えが高齢者のみならず、若年のそういった

世代についても、そういった一つの要素として今後は検討していくことが、非常に必要になっ

てくるだろうと。また、逆に言えば、お子様が大きくなって家を出て行った場合については、

小さな２ＤＫに移っていただくといった、全体的な調整を今後図っていくことが、一つ大きな

公営住宅運営上の課題になってくると認識してございますので、十分ご意見を賜ったことにつ

いて、今後具体的な検討をさらに重ねてまいりたい、かように考えてございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

 ここで、７款土木費が終了するわけでございますが、全般をとおして質問漏れがあれば受け

たいと思いますが。 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 実は今年は大変豪雪だったということは、お分かりのとおりでありますが、住宅に入ってい

る方が高齢者がかなり多い。そこで、今のストーブというのはほとんどがＦＦで、排気を外に

出しています。そんな関係もあって、雪がどんどん落ちて被ってしまって、雪が窓までいって

いるという所が現実にありました。これは、車で言うと、エンジンをかけて雪が排気を塞いで

しまっていると。これが住宅でも無いとも限らない。そういうことについて、どんな対処をさ

れているか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 特に今年は非常に豪雪、暴風雪があったわけでございまして、町の公営住宅の管理担当とい

たしましては、暴風雪や大雪があった場合については、翌日必ず朝か午前中の内に、全軒の公

営住宅の積雪状況を必ず担当者自らが点検をさせていただいて、その中において今ございまし

たとおり、高齢者でどうしても自分の力で除雪ができない場合は、民生児童委員や除雪ボラン

ティアの関係、さらにはそれでも手が届かない場合については、やはり住宅管理の観点から、

町の方もある一定の機動力を持って対応している。そういった中でやってございますので、今

後ともそういった形で、状況に応じて降雪、暴風雪における公営住宅の高齢者等の事故が発生

しないように、管理に努めてまいりたい、かように考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 豪雪の話が出たので、ちょっとお伺いしたいのですが、今回の豪雪の部分で、道路の状況が

なかなかつぶさに車に乗っている人に伝わらなかった。だから、早目、早目に情報が伝わって

いれば、恐らくそんなに被害者も出ないで済んだのかなと。どうも、テレビなり、ラジオ等で

どこどこの道路がどういう状態になっているという情報があれば、もう少し良かったんじゃな

いかという反省。ちょっと突拍子もなく急に荒れ始めましたので、なかなか大変だったのかと

思いますけども、そういう部分では今後の教訓になったんじゃないかなと思っていますが、そ

こら辺をどのように捉えていますか。 
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○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 道路情報の適切な提供という形の中で当然、町全体としては災害弱者等を含めた部分、さら

には産業活動、または病気をお持ちの方の通院、さらには収入の関係とか、さまざまな部分で

冬期災害に関する関係部局の打合せをやりながら、適切にそういった災害、または災害が予想

されるような状況においては、町民の方に情報を提供していく。そういった形と、さらに併せ

まして、国道、道道、町道がございますし、また、警察、消防等の関係機関、救急も含めた部

分がございますので、そういったしっかりとした打合せやマニュアルを作りながら対応してい

るところでございます。ただ先般、３月２日、３日の部分については、急に来たということも

ありますが、当然、警報が出ていたわけで、職員はそういった前提に立ちながら対応を図る準

備を行ってきてございますし、また、指定管理者については、泊まり込みで２４時間対応を行

ってきたという実態がございますので、そういった中で、適時情報を入れてもらいながら、町

民の方にお知らせしたいと考えてございましたが、現実的にお知らせする手段としては、広報

車が走ることはできませんので、一般的にはホームページ等を使わざるを得ないと。そういっ

たことまで今回については至っておりませんが、昨日の一般質問の中でもございましたとおり、

携帯等を使った新しい情報提供というのは、通常化してきておりますので、そういったことが

今後、町の小さな状況であれば、そんなにひどくない状況であれば、町の広報車またはホーム

ページ、さらには今お話しましたような新しい災害情報の手段というＩＴを使いながら、複合

的に組み合わせていって、的確な情報提供をしていく。こういったことが今後、我々にとって

の大きな課題になっていると認識しておりますので、具体的な取り組み、町全体の防災計画の

中において取り組めるような方向を、道路担当としても考えていきたい、このように考えてご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問が無ければ、ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため、暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩時間中に、消防費の質疑を行います。 

 ８款消防費・１項消防費・１目消防費。８５ページ。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今回、デジタル化に向けた設計費等が出ているわけでありますが、１１９の一元化に向けた

部分というのは、３町の中で現在どういう状態になっているのかだけ、お伺いをしておきたい

と思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 分署長。 
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○分署長（二瓶正規君） 

 加藤議員からのご質問のデジタル化の関係でございますが、この関係につきましては、斜里

地区消防組合の本部と３町合わせまして、現在協議を行っている最中でございまして、１１９

の一元化のメリット、デメリット、この辺の部分も検証しなければならないということもござ

います。町部局といたしましても、遠軽、美幌、これらの現地視察等も行いまして、いろんな

課題等を掘り起こしまして、今後、一元化に向けての協議を進めていきたいと今、考えてござ

います。 

 

議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 まだ事務レベル段階で、理事者等の話合いまではいっていないということで、理解してよろ

しいですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 分署長。 

 

○分署長（二瓶正規君） 

 事務レベルで話はしていますが、ただ、具体的な部分でいろいろ課題等もあるということも

ありますので、その辺の部分で、まずは実際にやった所にどういう状況があったかと確認し、

その辺を踏まえながら１１９の関係について、３町で協議をしていきたいということでござい

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ、次に移ります。 

（説明員交代） 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 

 ９款教育費・１項教育総務費・１目教育委員会費。８５ページ～８６ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目教育諸費。８６ページ～８９ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２項小学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑をいたします。８９ページ

～９０ページ。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３項中学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑をいたします。９０ページ

～９２ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ３項中学校費の中ですが、どことは言えないんですけども、今現状の中で中学校の、今年卒

業した３年生は２クラスでした。これから中学校の各学年１クラスの中で、将来的に今の小学

校４年生の時に２クラスになるのかなという動きがありますが、現状の中でたびたび議論にな

ったんですけども、教室のスペースがやはり４０人がキャパ的にかなり厳しいという現状があ

るので、何とかならないのか。壁があるんですが、それを可動柵なりで可能であれば、多少は

スペース的にゆとりができるかなと。そういう保護者の中の意見も多々ありますけども、本当

に夏場は大変厳しいんです。臭いだとか、汗だとか。あの教室の中に４０人が机を並べて入っ

ているというのは、本当に現実の中で大変厳しいんです。それに対して教育サイドではどのよ

うに捉えておられるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 中学校の教室の関係につきましては、前中議員のおっしゃるとおり、４０人に近い生徒数と

いうことで、狭隘な部分があると理解をしております。その中で昨年、教室内の廊下側に設置

されておりました雨具かけ、ロッカーなんですが、これを撤去いたしまして、可動式としまし

て、縦の幅は変わらないのですが、横幅を６０センチ程度広く確保いたしまして、これがまた、

クラスが２つに分かれる人数になれば、また戻せるようにという措置はしておりました。この

関係で、学校側からは従来よりは横幅が広くなった分、少しゆとりができたとの報告を受けて

おります。 

 また、夏暑いということもございますので、そういった学校からの要望、実際に対策につい

ての要望も上がってきておりますが、構造上、風通しがあまり良くないという所もありまして、

窓を開けるなりの対応をしていただいておりますが、現状といたしましては、スペース確保と

して雨具かけの撤去ということで、対応しているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 雨具かけの撤去は重々わかっていて、６０センチぐらいというのも多少は広くなったと。ま

た、後ろ側の方にロッカーも同じようにあるんですけども、あのロッカーもどうにか考慮でき
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ないのかなとちょっと思ったんですが、その辺はどうなんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 昨年、雨具かけ撤去の折に、ロッカーも撤去できないかと検討させていただいたのですが、

学校と話をしまして、やはり、教室の後ろに生徒の教材等を置く棚がどうしても必要になって

くると。雨具かけの場合は、日中は使わない物を置く場所なのですが、教材はその授業ごとに

使う物を、教室の中に置いておく必要があるということで、撤去はしなかったという状況でご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問が無ければ、次に移ります。 

 ４項社会教育費・１目社会教育総務費。９２ページ～９３ページ。 

 池下昇君。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 １３節委託料について、お伺いしたいのですが、スポーツ文化施設管理業務委託、２,４６２

万７千円の部分に関してですが、役員と理事の体制についてお伺いしたいのですが、これは一

般社団法人となっておりますけども、この６名の役員の方は団体の充て職なのか、それとも個

人資格による理事なのか、その辺をお伺いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 このスポーツ文化施設管理協会につきましては、２５年４月より町内のスポーツ施設、また

図書館、郷土資料館を加えた文化施設につきまして、管理をしていただく法人でございまして、

この組織立上げにあたりまして、関係各団体からの代表の方に出ていただき、法人を組織した

ところでございまして、それぞれ体育協会及び文化連盟、さらに社会教育関係施設ということ

で社会教育委員会の代表者、また、スポーツ推進委員の代表者、この方々にそれぞれ出ていた

だきまして、役員として担っていただいているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

 今の答弁を聞いていると、個人ではないと。団体から選出されているという回答だったので

すが、この運営上、負債とか事故が発生した時に、要するに一切理事が責任を負うと。町は関

与しないんですよと、理解してよろしいのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 法人が行う業務につきましては、全て町からの委託業務となります。スポーツ施設、文化施

設についての運営自体、また管理の大もとは町になりますから、町が委託している事業となり

ますので、そういった施設における事故等の対応については、町の責任において処理をしてい

くことになります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 最後に聞きたいのですが、法人の定款や法人の予算を含む事業計画を、審議資料として議会

に提出されていないのですが、提出されるべきではないかと思いますが、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 定款等につきましては、法人内部の中のことということで、既に設立総会を開催し、法人役

員の方々に了承をいただいております。議会の方につきましては、法人の総会の経緯あるいは

役員体制等について、説明をさせていただいているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 事業計画等などは一切提出されないのですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ２５年度の予算並びに事業計画につきましては、本定例議会終了後に法人の臨時総会を開き
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まして、そこで承認・可決の予定となっております。その後、正式に中身が決まりますので、

常任委員会の方に報告させていただきたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 今の関係なんですが、組織の部分については理解したわけですが、職員の構成の詳細が載っ

ておりまして、最後の部分でその他スポーツ施設管理業務の職員の部分で、２名兼務となって

いるのは、前段の部分に入っていると捉えるんだろうと思うんだけども、どの部分に入ってい

るのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 その他スポーツ施設につきましては、武道館、テニスコート等の外構周りですとか、そうい

った施設になるのですが、これは法人の正職員２名、体育施設担当の正職員２名がおりますの

で、この者が兼務をして作業を担っていくことで予定しております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 そうすると、給与等の金額が書いてあるわけですが、これとは全く別だと理解して良いので

しょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 この職員何名というところと金額につきましては、それぞれの主な施設管理に係る部分とい

うことで振り分けをさせていただいた数字でございます。従いまして、先ほどの兼務する部分

につきましては、当然業務が発生いたしますが、人件費等の積算におきまして、便宜上、他の

主な町民プールですとかスキー場の管理等の中で、積算をさせていただいているということで

ございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 
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○５番（畠山英樹君） 

 そうすると、単純に例えば職員４名というのを割って、正確な個人にあたる金額ということ

にはならないと、理解してよろしいでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 それぞれ、この中の内訳としましては、正職員の部分あるいは臨時職員の部分、また、半日

勤務の職員もおりますので、単純に人数で割った金額では１人当たりの金額は出てこないと言

うことになります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 大変申し訳ないのですが、１日働く方、時期的に働く方、短時間で働く方の人数はその中に

あるんだろうと思いますが、この中でどんな配分をされておられるのか、ちょっとお聞きした

いと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 まず、組織の事務局長が図書館の業務を兼務いたしまして、１名配置になります。その他ス

ポーツ施設に正職員が２名配置となります。その他臨時職員といたしまして、スポーツ施設に

１名、図書館に２名、その内１名は半日勤務の予定となっております。その他季節的にプール

にオープン時期には１名、スキー場の営業期間に１５名ということで、予定をしているところ

でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目生涯教育費。９３ページ～９４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３目生涯学習総合センター費。９４ページ～９６ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 
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 ４目図書館費。９６ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費。９７ページ～９８ページ。 

 池下昇君。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ９８ページの、１５節工事請負費についてお伺いしたいのですが、多目的な運動広場整備工

事ということで４１０万円上がっているのですが、具体的に専修大学のスケート部であると思

われるのですが、昨年も来て大体１週間くらいの日程で合宿に来ているようですが、実際問題

としてここまでお金をかける必要があるのかどうか。それと、今後専修大学以外にスケート合

宿が増える見込みがあるのかどうか。そこもお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 ただ今の池下議員の質問でございますが、昨年、スポーツ合宿の受入れにつきましては、東

京大学陸上部並びに専修大学スケート部ということで、専修大学のスケート部につきましては、

６日間の日程で本町で夏場の基礎トレーニングをしました。その折に、ローラースケートによ

る練習ということで、実際に学習センターの現状の駐車場を活用した中でしていたところでご

ざいますが、その中で白線が引いてある部分ですとか、排水溝のある部分が、使用するにあた

って、できればこういう物が無い方が使いやすいというお話をいただいたところであります。

それで、駐車場について改修をし、スケートのみならず、多目的に使えるようにと計画をして

いるところでございます。駐車場の東側半分の部分の白線を消しまして、一部排水溝を埋めま

して、スケートの合宿または町内の子供たち、少年団等の利用、あるいは多目的な利用という

ことで、バスケットゴールなどを置いて、日頃子供たちがそこで自由に遊べるようなスペース

をと。町内には芝生の部分がモトエカ広場をはじめ多数ありますが、舗装された広いスペース

がなかなか無いという中で、そういったバスケットゴールについても、前にあった物が撤去さ

れておりますし、そういったことで自由に遊べるスペースを確保したいということも相まって、

今回この整備をしてまいりたいということであります。 

 今後のスケート合宿の関係でございますが、今のところ、他の団体が本町での合宿をという

話はありませんが、整備にあたりましては今後積極的に、糸川監督も今は全日本の指導もされ

ているということで、そういったつながり、あるいは他大学への積極的な誘致を行っていく中、

有効に活用を図ってまいりたいと。また当然、現在駐車場として使っておりますので、大きな

講演等がある場合は、全面が駐車場として活用できるように、可動式の仕切り等を設置し、柔
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軟に対応できるようにしてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 合宿誘致というのは、網走管内、網走にしても北見にしても、あちらこちらでいっぱい社会

人を含めて合宿に来ているのですが、今さらこうやってやってもなかなか難しいのかなと思い

ます。ただ、冬になって雪が降ると、除雪が必ず必要になりまして、今、課長が言っている所

を想定すると、学習センターの東側は除雪した雪を置いている場所になっているんですよね。

現実的に。それを想定すると、毎年あの部分の補修工事が必ず必要になると思うんですよ。例

えば、スケートでそうやってやって、除雪に関してもそうやって持って行ったら、必ず毎年春

先になると補修工事が必要になるのではないかと、そういうことが予想されるのですが、管理

上問題が無いのか、それとも補修工事によって、この４１０万円がもっと上乗せになっていく

のか、その辺いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 冬場の雪の対策ということで、計画の中でその部分につきましても検討いたしまして、改修

後につきましては、今よりもさらにフラットになるということでありますので、できるだけ重

機で引っかかることの無いように。仕切りにつきましても、固定式の物ではなく、また地面に

突起物が出るような構造ではなく、その利用の状況に合わせて面積も柔軟に動かせるような、

そういった車止め、仕切りを考えておりますので、当然、冬場につきましては、そういった物

は撤去をし、雪を従来どおり寄せていきたいと考えておりますので、支障は出ないと考えてお

ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２目トレーニングセンター費。９８ページ～９９ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３目町民プール費。９９ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ４目スキー場管理費。９９ページ～１００ページ。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ５目学校給食センター費。１００ページ～１０１ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １０款公債費・１項公債費・１目元金から２目利子まで一括質疑します。１０１ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １１款予備費・１項予備費・１目予備費。１０２ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 給与明細書。１０３ページ～１１１ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 債務負担行為。１１２～１１５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 地方債。１１６ページ～１１７ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、一般会計歳出質疑を終わります。 

 本日はこれにて延会といたします。 

 明日は９時３０分から、一般会計歳入より質疑を再開します。本日はご苦労様でした。 

                              散会  午後 ４時１８分 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は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  議案第２８号～議案第３４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 一括議題となっております、議案第２８号から議案第３４号までの各会計予算に

ついて、質疑を行います。 
 昨日に引き続き、一般会計歳入から始めます。 
 １款町税。２１ページ～２２ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ２款地方譲与税。２２ページ～２３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ３款利子割交付金から５款株式譲渡所得割交付金まで、一括質疑いたします。２３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ６款地方消費税交付金から８款地方特例交付金まで、一括質疑を行います。２４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 ９款地方交付税。２４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １０款交通安全対策特別交付金。２５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 
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 質問が無ければ、次に移ります。 

 １１款分担金及び負担金。２５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １２款使用料及び手数料。２６ページ～２７ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １３款国庫支出金。２７ページ～２９ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １４款道支出金。３０ページ～３２ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １５款財産収入。３２ページ～３３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １６款繰入金から１７款繰越金まで、一括質疑します。３３ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １８款諸収入。３４ページ～３５ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 １９款町債。３５ページ～３６ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、一般会計歳入の質疑を終わりますが、質問漏れがありましたら、受けたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、一般会計歳入の質疑を終わります。 

 説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（説明員交代のため暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 
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 休憩前に引き続き、会議を進めます。 

 議案第２９号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに、歳出から質疑を受けます。２１ページ～２５ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 介護保険特別会計のことについて、お伺いいたします。平成２４年度から２６年までの３年

間は、確か４億２千万円台になっていたと思うのですが、３億９千万円になった理由は、どう

いうことからそういうことになったのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 第５期保健福祉事業計画において、４億２千万円ほど見込んでございます。今回の２５年度

予算につきましては、一応介護保険収入、１号被保険者の収入見合で歳出を一旦組まさせてい

ただきました。ただ、２４年度において、北海道の交付金が４４４万円ほどショートしており

まして、２５年度において過年度交付金として収入を見込んでおりますので、それをいわゆる

一般財源、介護保険収入と同等に扱いますので、５倍の事業費を組むことが可能になります。

なので、５倍しますと２,２００万程度ございますので、９月以降の補正において、その程度の

予算規模でやっていけると考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 施設サービスのことで聞きたいのですが、利用者数が２３年度から２６年度まで、確か７７

名の入所となっておりましたが、現在、清楽園及び老健きよさとで清里町内からの入所は何名

となっておりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 まず、清楽園につきましては、２月末現在の数字で押さえてございます。清里町においては

４０名。それから老健きよさとは３月１２日の数字になっておりますが、清里町においては３

３名という数字でございます。トータルは、特養は６０名満床、老健きよさとについては６９

床で１床余裕がある状況です。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ７７名ということなのですが、清里からは７３名と。この辺は随時多少の波があるのかなと

は思うのですが、それに比べて在宅サービスの方が、２２年以降の数字が極端に増えているん

です。平成２６年度には２２年度から比べると３５名くらい増えるという計算になっているの

ですが、これは介護保険料との関係もあると思いますが、町内の入所者について抑制を行って

いるというような実態はないですか。その辺はいかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 どの施設においても、広域での施設ということで、今あります小規模の地域密着型といった

事業であれば、町内の被保険者が対象になりますが、広域の事業ですので、全国各地からの申

込みが可能ですし、入所をさせなければいけないというところで、申込みの状況の中で必要度

合いに応じて入所を施設の方で選択していくところでございます。ただ、介護保険事業計画を

作成するにあたりましては、過去の実績等踏まえながら、平均値見合でやっておりますので、

そういうところとなっております。たまたま、先ほど申し上げた数字については入退所がござ

いまして、若干落ち込んでいるというところで、２月中という言い方でいけば、施設介護サー

ビスとしては、介護老人保健施設については４２、特別養護老人ホームについては３４、それ

から介護療養型というのがございまして、それが１ということで、７７になってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 どうしても最終的に介護保険料のことを考えると、入所はあまり増やさない方がマイナス部

分に関しては増えていかないとは思いますが、やはりこれだけ町内も少子高齢化が進んで、ど

んどん高齢化が進むということは、今後こういう数字も保険料も含めて増えてくるのではない

かと思いますが、その辺、先はどのように考えておりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 介護保険会計は、提供したサービス、給付額について、負担をするそれぞれの負担の割合と

いうのは明確に定められておりまして、一般会計等からその割合を超えて持ち出すことは許さ

れておりません。不足が生じれば都道府県に設置しております財政調整基金から借入れをして、

その後介護保険料の中で返還をしていくということですので、介護給付費の伸びには慎重にあ
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るいは丁寧に見定めて、運営をしていかなければならないところであります。今後については、

清里町においての６５歳以上の人口というのは、大きく伸びることはないと。微増程度と見込

んでおりますが、議員おっしゃるとおり、核家族化、高齢者家族が増えるということになれば

支援が必要になってまいります。むしろ、在宅の支援なのかなとも思っておりますが、介護保

険料は６次以降伸びていくのではないかと考えております。慎重に見極めながら経営を行って

まいりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページ～１７ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第３０号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について、質疑を

行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。２３ページ～３０ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 １点だけお聞きしたいのですが、数字を見ると毎年１,２００万ずつ上乗せの数字になってお

ります。今回の補正でも２,３００万という額で、補正後の予算額が５億を超えております。毎

年３月に、確か去年もそうだと思うのですが、一般会計からの繰入の補正があるということを

考えると、当初予算の段階で給付費、歳入を適正に予算化していくことが本来の形ではないか

なと、私は思うのですが、その辺はいかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今の池下議員の質問でございますが、基本的に国保会計につきましては、加入されている皆

さんの保険料、それと国・道・町がルールに基づいた歳出に基づいて運営をしていくのが基本

でございます。ただ、年度途中におきまして、重症化による病気の発症ですとか、いろんなこ

とが考えられますし、そういうことが事例として起こり得ると。そういう段階におきまして、

予算の中で運営ができなくなるということがございましたら、本来であればその運営の中でや

らなければならないのですが、一般会計から法定外繰出金という形で入れていただきながら、

厳しい中でも運営をしていくという状況でございます。当初の予算につきましては、今ご説明

したとおり、基本がございますので、それに基づきまして３年～４年間の医療費の推計に基づ

いて、それで予算化をしているということでございますので、ご理解をいただきたいと思いま
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す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 確か３月の議会で、私去年も同じようなことを言ったんではないかなと思うのですが、介護

もそうなんですが、やはりこれだけお年寄りが増えてくるという現実を考えると、それ相応の

予算組みを当初からやっていただいた方が安心なのかなという部分に関して、今後適正に、な

るべく補正を組まないような、そういう仕組みづくりをしていっていただきたいと思っており

ますので、頑張ってよろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 池下議員のお考えは十分理解できるところでございますが、やはり当初予算につきましては、

先ほどご説明したとおり、保険料と国・道・町のルールに基づいた歳出によって組まざるを得

ないということでございますので、その辺はご理解をいただきたいと思います。 

 基本的には国保会計、年々上がってきております。これにつきましては、やはり医療費の抑

制ということに向けて、総体的に国保会計を下げていく努力をしていかなければならないと考

えてございます。それにつきましても、関係する保健福祉課とも連携をしながら、抑制に努め

てまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入１５ページ～１９ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 議案第３１号 平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１９ページ～２０ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページ～１５ページ。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 議案第３２号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１７ページ～１９ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 給与費明細書及び地方債。２０ページ～２８ページ。一括質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページ～１４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 議案第３３号 平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について、質疑を行いま

す。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１７ページ～１９ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 給与費明細書及び地方債。２０ページ～２７ページ。一括質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページ～１４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 議案第３４号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１７ページ～２０ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 １目一般管理費の１３節委託料の中のホームページサイト維持管理委託料ですが、焼酎事業

所のホームページサイトを運営されているわけですが、先般、新進気鋭のデザイナーから何点

か、デザインに対して提案がありまして、新聞等にもデザインが出ていたという部分がありま

す。私自身もその部分は誠心誠意やっていただくのは重々わかるんですけども、やはりそこに

は焼酎に対する思い入れや長い間の歴史等がある中で、どういう形で最終的にデザインを決定

するのかという話が、まだ何も無いのと、もし仮に、そういう形になった時に、どうしてもホ

ームページ等のリニューアルも同じように発生するのかなと。そのことに関して何らわからな

い部分があるので、どのような形で町民向けのお知らせと言いますか、啓蒙活動をこういう形
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で進めるとか、あるいは委員会に対しての流れ。 

 それともう１点、事業所を産業課の中に組み入れた中で、誠心誠意焼酎事業に対して取り組

んでいくことは、私自身もわかっておりますし、それなりの成果もかなり前向きに出てきてい

る。その中で、清里町の水の取り扱い等もいろんな部分で種々問題はありますが、それなりに

向かって努力している部分もあるんですけども、トータル的な判断の中で、この次年度の予算

の中にどう反映していくかという部分が、いまいち明確になっていないのかなと思いますので、

その辺も併せてご答弁願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今ご質問のありました、新進気鋭の４名の方々からデザインをしていただいている件に

ついて、まずお話をしたいと思います。３月初めの第１回目の中間報告をいただいた中で、デ

ザインのコンセプトであるとか、デザインの変更後のラインナップについて、また、商品の名

称についても北海道の「清里」という名前をＰＲしていってはどうかとか、ボトルのデザイン

を変える、また併せて、ロゴやデザインも変えて作っていってはどうかというような、１回目

の中間報告をいただいたところでございます。今後につきましては、５月から８月にかけて、

２回目の調整を加えた報告をいただきながら、９月下旬くらいに最終報告をいただくというこ

とで、今進めているところであります。そして、町の方の考え方とデザイナーとの意見がうま

くマッチすれば、１２月定例会辺りで補正予算を組んでいただきまして、一新した形で新年度

から発売していければと、大きな計画を持って今進めているところでございます。 

 しかしながら、まだ全く決まったわけではありませんので、向こうから１回目のコンセプト

が出てきましたので、今度は逆に町の方から、そのものに対してどうするのかという考え方を

示していかなければ、前に進んでいかない状況にあるという状況になっております。 

 それから、委員会に対する説明でございますが、定例議会前の委員会が２月２５日に開催さ

れて、１回目の中間報告が３月１日だったということもありまして、次期委員会にはデザイナ

ーから発表された内容について、常任委員会の方にも説明をしてまいりたいと思っております。 

 次に、委託料のホームページの件について、ご説明いたしますが、ホームページの維持管理

につきましては、北見市のリバーストーンという会社に維持管理委託をお願いしているところ

でございまして、ここではサーバーのレンタルや注文受付のシステム管理、ウェブサイトの維

持管理などを行っていただいているところでございまして、小さな更新手続きなどは焼酎工場

の担当者によって行っていくという形でございます。従いまして、詳細な更新については焼酎

工場の担当が行うものでございますが、デザイナーに基づきます新しい焼酎の瓶だとかが決ま

った時については、リバーストーンの方に手数料等で予算組みをしながら、大幅なホームペー

ジの改正をしていきたいと考えております。 

 次に、このような計画の中で全体歳入については、というご質問がありましたが、本年度に

つきましては昨年と同じ６,７２０万円の販売入で事業を進めてまいるということで、予算計上

させていただいているところでございます。 

 質問の項目がたくさんありましたので、私が聞き取れなくて答弁漏れがありましたら、よろ
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しくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今回、産業課に組み入れた部分の話、焼酎に対して精力的にチーム一丸となってという部分

で、どのような形でというのがなかなか見えていないので、その辺について再答弁をお願いし

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 昨年の４月に焼酎工場が産業課のグループとして加わってまいりまして、産業課全体で焼酎

の方とも連携を取りながら、販売促進やいろんな部分で連携していくということで進めている

ところでございます。年末年始などになりますと、たくさんの注文なども入ってくることがあ

りまして、それらについては焼酎工場だけでは当然、対応が難しいと。速やかにお客様の所に

商品を届けるために、こちらからも職員が向こうに行ってお手伝いをするとか、また、焼酎を

販売していく上で、いろんな知恵が必要でございますので、たびたび焼酎工場の職員とこちら

とで打合せをするとかしながら、少しでも販売促進につながるよう、産業課全体でグループ内

も含めて、連携を図りながら進めているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 やはり販売促進活動をどうするかというところで、今回の編成で産業課の中に組み入れたと

いうことですので、そこは、もう少し工夫なり、アイディア、あるいはどういう人的配慮が必

要か、そこをもう少し、慎重かつスピード感を持った中で対処する。大変難しい部分があろう

かと思いますが、そういった部分で今回、デザインに対して取り組んできたわけですけども、

今の説明の中で、急激なデザイン変更、これは町民の中にもいろんな意見があるという事実も

ございますし、新聞等で見て、ああいうデザインになったのかという意見も、現実町民の方々

の意見の中にもあるんですけども、ちょっとそういう部分で、先行して走った部分があったの

かなと、そういう意見もあります。でも、本来はそこまでの決定プロセスではないのかなと思

う部分もありますので、今後に向けての最終的な判断のプロセス等は、やはり町民向けに説明

責任があるのかなと思いますので、その辺について答弁をよろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 
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○産業課長（斉藤敏美君） 

 ３月１日の中間発表会の後に、北海道新聞にはあたかもこのような形で決定されたかのよう

な報道がされておりますが、決してそういう内容ではございません。先ほども申し上げました

とおり、１回目のデザイナーの方からの基本的なコンセプトが示されたという内容でございま

すので、今後町の方で、今度そのコンセプトに対して、これで良いのかどうかという部分を、

こちらから向こうに示しながら、５月、８月に向けて修正を加えていく作業がこれからでござ

いますので、まだまだ決まったものではございません。 

 それから、少しでも多くの方々に、町民の方々からご意見をいただきたいと考えておりまし

て、１回目の中間発表会には、多くの方々にお集まりいただけるようにＰＲ等もしたところ、

私としましては予想以上の９０名近い方々に来ていただけたと思っております。また、町民の

意見を聞くということに関しましては、発表会が終わった後に参加された全員に、ご意見をお

聞かせくださいということで、アンケート用紙なども郵送いたしまして集約中でございます。

これらにつきましても、集約後には委員会の方にも報告をしてまいりたいと思っております。

進み具合を見ながら、ホームページ等も使いながら、できるだけ町民の意見を聞きながら、町

民にも招致に関わっていただきながら、販売促進を進めていけるよう努めてまいりたいと思っ

ております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 私自身も新しいデザインに対する変革と言うか、デザイン変更には大変賛成する１人でもあ

ります。ただ、一番難しいのは、焼酎の生まれてきた歴史の過程、これはやはり清里町そのも

のかなと思います。そこの部分の整合性、いろんな商品開発はそれなりの努力の賜物でありま

す。それらをどう新しいコンセプトの中で醸成するか、大変難しいんですけども、やはりそこ

は気持ちを一つにした中で、執り進めていただきたいというのが私の意見ですので、そういう

部分では、親切丁寧な説明責任だけは付きまとうのかなと思いますので、その辺は強くお願い

をしておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 焼酎が清里町に誕生してから三十数年の歴史があります。瓶についても、名前についても、

それぞれ親しまれてきているものがありますので、今回のコンセプトどおりだとするならば、

それらのものを全て一新する形になりますので、計画を進めていくにあたりましては、多くの

方々のご意見を十分に聴取しながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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○議長（村尾富造君） 

 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 給与費明細書。２１ページ～２８ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質問が無ければ、次に移ります。 

 歳入。１３ページ～１４ページ。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、平成２５年度焼酎事業特別会計の歳出・歳入で質問漏れがございましたら、受けた

いと思います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、特別会計予算の質疑を終わります。 

 ここで、議事の都合上、午後１時まで休憩といたします。 

                              休憩  午前１０時０８分 
                              再開  午前１０時０９分 
○議長（村尾富造君） 

 １時までの休憩を解いて、会議を再開いたします。 
 ここで、１０分程度休憩いたします。 
                              休憩  午前１０時１０分 
                              再開  午前１０時２０分 
○議長（村尾富造君） 

 午後から予定しておりました総括質疑を、ただ今より取り扱いたいと思います。 

 一括議題となっております、議案第２８号 平成２５年度清里町一般会計予算から、議案第

３４号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、各会計予算についての総括質疑を行

います。 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 総括を昼からやると言ったので、人数が多くなったら今日で終わらないかと思いまして、こ

れも蓋を開けて見なければわからない部分でありますが、とりあえず、最初にやらせていただ

きます。 

 今年度の一般会計４０億、特別会計も入れまして合計５５億３,９００万。昨年２４年度が６

０億でしたので、前年比９０％以上と、大変すばらしいと言いますか、予算の中では大変大き

な金額が出てきたと思っております。中身を見せていただきますと、そんなに行事が増えたわ

けではないと見ています。今まであった事業を一つ一つ膨らませたと言いますか、充実させた
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と言う捉え方で良いのかなと思いますけれども、そこら辺の中身を検討されて膨らんできたの

かなと思う今年の事業であります。そんな中で今年進めるわけでありますが、進めるにあたり、

昨年の事業の中での動きというのはまだあるかと思っております。それは、１８日の一般質問

の中で池下議員だったと思いますが、地域振興対策の関係、これらについて全て終わったと思

う部分と、これがどう経済効果に波及し、そしてどう評価されているのか。私にはあまり理解

できなかったので、もう一度お話をしていただければと思います。それが１点。 

 それから２点目については、小学校の統廃合の関係の江南、新栄の部分については、今まで

も一般質問等でやられているわけでありますが、櫛引町政になって２年、統廃合になってもう

２年経ったと。それで前向きに考えていくという中では、何らかの動きがあるのかなと思って

おりました。当然、地域との話合いと言いながらも、あの施設を管理するとなればかなりな経

費が出ると。そうすると、地域あるいは団体で使っていただく部分については、町からの経費

の補助だとかが出てくるのかと思ったら、出てこなかった。売却するのかと思ったら、まるで

売却の話もない。壊すのかと思ったら壊す話もない。このまま放っておくと、ただ古くなるだ

けだと思います。最終的に目標は壊すことなのかなと、その辺の懸念がございます。これらも

含めて、これらの跡地の考え方を再度確認させていただきたいと思います。 

 ３点目につきましては、再生エネルギーの関係であります。町は再生エネルギーを委託させ、

２月２０日までに発表されると聞いておりました。これも総額で５００万以上の委託をかけて、

どういう答えが返ってくるのかわからないわけでありますが、最低でもこのお金をかけた分だ

け中身を知って、そして進めるかどうするのかという部分も、議会として検証していかなけれ

ばならない。その中で答申が出てきて、また次の段階で悩める部分があるなら、それはこれか

ら協議をするという部分なのかなと思ってございます。これらも最初の発表を出していただき、

再生エネルギーの関係について、太陽光にするとなれば日程表が出ておりましたが、夏の間の

工事だとかになってくるなら、手続きもありますし、するにしてもすぐできるような話ではな

いと、私どもも思っておりますし、このままでいきますと、あの日程表はただ可能性として出

しただけで、完全に日程が崩れていくという部分もございます。これらのことについて、再生

エネルギーの捉え方をお示しいただきたいと思います。 

 それから最後に、これは町長に質問することかどうかということなのですが、本来は委員会

等で全て協議をし、本会議主義ではあるとは言え、全ての情報を委員会で知るという方法を今

まで取っていたわけでありますが、この２年間の間に委員会のあり方について、当然、議員の

考え方と出てくる課長職の立場の捉え方、最終的には町長の考え方になろうかと思いますが、

本当に委員会で最終的に詰めた時に、結論が出るかと言ったら出ない。最終的には前向きに検

討すると言ったことが温度差があって、戻ってくる答えが無かったり、変わったりという中で、

何とかそこら辺がうまくいく方法が無いのかと思っているところなんです。本来、そこだけ変

えるなら、町長が出てきてお話をしてと言うか、委員会に出てくるということができるかどう

かも含める部分と、私たち議会の中では、１９年からだったかと思いますが、委員会制度が２

つの委員会で兼務をするという部分の中で、これも最初の内は人数が少ないから何とかどうい

うような方法でやろうかと悩んで、早６年が経ったわけであります。まだまだ人数が足りない

という部分では、何か良い方法があるかと考えるところなのですが、今回みたく、最終的には

本会議主義だよと言っても、委員会であれだけ説明をされた部分が、分厚い資料の中に全て網

羅されていると言うのか、関連性が難しい部分が多々あるわけでありまして、この辺について



239 

議会としても、本来は変わる部分があるわけでありますが、委員会に町長が出て話ができるの

かということを、お聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、畠山議員よりいただきました４つのそれぞれの項目について、お答えを申し上げた

いと思います。 

 まず１点目の、緊急経済対策の件でございますが、昨年の１２月定例議会におきまして、清

里町内の商工業の厳しい状況を踏まえながら、補正予算を緊急経済対策として計上させていた

だいたところでございます。総額として４,８００万円の補正をさせていただきました。基本的

には地元商工業者が受注ができるのを原則としながら、それぞれの備品器具類または修繕工事

等、広範にわたった内容のものを補正させていただいたわけでありまして、１２月末までに一

部と、そして年明け早々にそれらの全てについて発注をさせていただきました。かなりの部分

で完了いたしておりまして、事業費をお支払いさせていただいている状況にございます。それ

らの内容でございますが、全体では６２物件、そして関係する企業者、お店を含めて２４企業

者に見積、入札等の関係で予算が４,８００万でありましたが、実際の受注額は落札残、見積残

というのがありますから若干落ちますが、４,７２０万が実質的に発注されたという内容になっ

ております。ただ今申し上げましたように、個別のお店というのは個人情報になりますから申

し上げられませんが、全体では６２物件、２４業者に、それらの事業が４,７２０万円をもって

いきました。これは単純ではありませんので、中には少額な物もありますし、高額な物もある

ということで、修繕工事関係についてはどうしても工事ですから、何百万単位で発注されてい

るものもあります。ただ、あまり細かくもしておりませんので、ほとんどが１０万円以上１０

０万円単位という状況での発注を行ったところであります。広範な業界に広範な事業としてこ

れらが投下をされたと思っております。一定の効果はあったんだろうなと思っておりますし、

この中には先ほども申し上げました修繕工事等がありますから、単に物品等の調達以外にも、

修繕工事というのは雇用に繋がっていくという部分もありますので、そういう意味においては、

かなりの部分に効果が出てくるのかなと思っているところでございます。この他にも緊急経済

対策云々ではありませんが、商工業を中心とするこういう厳しい状況の中で、平成２４年度か

らは町の交付金事業、補助事業関係の一部でありますが、それを地元でしか使えない商品券で

の交付制度を単独で起こしたところでありまして、まだそれほど大きな金額にはなっておりま

せんが、徐々にその分野を増やしながら、地元消費購買力が流出しないように努力をしてまい

りたいと考えている次第であります。 

 次に２点目の、新栄小学校・江南小学校の統廃合後の敷地並びに建物等の利活用の関係でご

ざいます。当時の統廃合のいきさつの中からも、新栄小学校については、全て今後の対応につ

いては町の考え方で執り進めていただきたいと、お話をいただいております。江南小学校につ

いては、江南の学校跡地等の活用に関する自治会内の特別委員会と言いますか、そういう組織

が起きたということで、その中でまずは地元としてどういう対応、いろんな面で活性化に使っ

ていける対応が取れるかどうかという部分を、まずは地元でやっていくというようなことで、



240 

スタートをしたようでございます。それが一昨年暮れに、いろいろ検証しながらやってきたけ

れども、最終的に地域としても.それを通年的に利活用するという妙案はなかなか出てこないと

いうようなことで、自治会にまたそれらの考え方が戻されまして、自治会との懇談会の中でも

そういうお話をいただき、今後一緒になってそうした活用について、検討を加えていこうとい

うことになっておりますが、現状においては具体的にそれをどう使っていくかということは、

まだ原案には至っていないのが実情でございまして、これからの対応について進めていかなけ

ればならないと考えているところであります。いずれにしろ、あれだけの建物でありますから、

すぐに壊さなければならないという理由も無いと。きちっとした保全管理をしながら、ここ数

年はいかなる形であろうとも様子を見ていきたいというのが実情でございます。壊すのはいと

も簡単に壊れますが、１回壊すと、また立ち上げるのは困難が付きまといますので、当面はそ

の状況をしっかりと保全管理をしながら、推移をさせていきたいと考えておりまして、その中

で利活用を十分に考えていきたい。それから、売却の方法だとかはよくインターネットでも出

ております。インターネットオークションの中を開いて見ますと数多く出てきますが、果たし

てその方法が良いのかどうかについても、十分に検証していかなければならないと。単純に言

えば、売ってしまってお金に換えるのは簡単なことでありますが、ただ、それが当初予定して

いたものがうまくいかなくて駄目になって、転売され、転売されている内にどこの所有者かわ

からなくなって、税金も何も納まらなくなる。そういうことだってあり得ることも考慮しなけ

ればならないかなと。だから、できれば地元のしっかりした所が、こういう目的で使っていき

たいという形が出てくれば、本当にそれが一番良いことになるのかなと思っておりますが、Ｊ

Ａさんやなんかにもお話をしたところがあるのですが、なかなかあれだけの施設を活用する、

当面する課題が無いというようなことでもありますので、地域との部分も含めながらじっくり

検討させていただきたいと思っております。 

 それから 3 点目の、再生可能エネルギーの活用の関係でございます。この関係につきまして

は、ご案内のように今現在、再生可能エネルギーの活用の可能性調査を、平成２４年に議会の

承認をいただき、発注させていただいたところでございます。中間報告を１２月にもらい、２

月末に事業の報告をいただいたというようなことでございます。これらの基本的な考えという

のは、国が今までも進めておりました地球温暖化防止のための代替エネルギーとして、化石エ

ネルギーから再生可能エネルギーへという基本的なものがありまして、国自体も京都議定書に

基づいて、新エネルギー法を制定されながら進めてきている実情にありますし、また、一昨年

に発生した東日本大震災によって生じた、福島の原子力発電所の事故もありまして、脱原発に

向けた国民意識が大きく変わってきております。そのような問題も捉えながら、町においても

地域資源としてのエネルギーを有効に活用できるものであれば、しっかりとそれは資源として

捉えていかなければならないというような思いで、この賦存量調査をさせていただいたわけで

あります。基本的にその中でも太陽光発電、太陽熱の活用、地中熱の活用、温泉熱の活用と、

さまざまなエネルギーがございます。小水力の水力発電というものも調査をさせていただいて

いるところでございます。また、本町においてはもう既に太陽光発電についても、町民会館や

札弦センターでも実施をさせていただいております。目的はその施設で使う電気を、少しでも

そういうものから取り入れて、経費の節減と資源の活用に努めていくのが基本でありますが、

いずれにしろ今の形ですから、余った電気は売りますということになってきているところでも

ありますし、また、温泉熱については、入浴そのものに使っているのも温泉熱の利用でありま
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すから使っておりますが、それ以外にも熱交換をしながら、それぞれの暖房にも使ったりもし

ておりますし、特に今回、パパスランドを改修いたしましたが、地中熱と温泉熱を使いながら、

ヒートポンプを初めて清里では導入させていただきました。それも熱交換をしながら、館内の

暖房等に使っていこうということであります。このような中で進めてきておりますが、新たに、

先ほど申し上げました内容の調査を行って、今後の対応を考えていきたいということでありま

す。調査をしたということは、基本的には利用できるものは利用していきたいという目的があ

って調査を入れたということでありますので、今後出てきた結果に基づいて、内容を十分に精

査しながら、活用計画を立てていきたいと考えておりますし、また、素案の段階、または実際

の事業の展開の段階においては当然、議会の委員会とも十分にご審議をいただく中で、前に進

めていければと思っております。先ほども申し上げました、これの取り扱いについては、基本

的には公共施設の光熱経費の節減と資源の有効活用、そして環境に優しいまちづくりとしての

イメージも併せた中での取り組みという形で進めていきたいと考えておりますし、また、もの

によっては、敷地の有効利用という側面もあります。例えば、太陽光であれば一定程度の規模

以上になりますと、１０キロ未満は自分の所で使って、余ったら売ると。それを超えると売電

は売電、買い取りは買い取りという制度に変わるものですから、それがややもすると金儲けで

はないかという表現ですが、決してそうではなくて、基本的にはうちの資源を使って、うちの

電力で賄っていける割合を上げていこうというのが基本ですので、その中で取り扱っていけれ

ばと考えておりますし、また、水力発電の関係も今回の調査の中で可能性があると報告をいた

だいておりますから、今後、それらの対応についても利活用計画の中で明らかにしていきたい

と考えている次第でございます。 

 それから４点目の関係であります。議会としての所管委員会の中での審議を通じてのさまざ

まなご意見なのかなと思っております。基本的に委員会でのやり取りというのは、事務的な事

務執行の考え方についてのやり取りが行われるということでありまして、そこに齟齬があるよ

うなお話でありますが、町職員からも丁寧親切に説明をしながら、それぞれご審議いただけれ

ばと思っているところでございます。執行方針等の大きな枠組みの中での意見交換というよう

なことであれば、所管委員会とはまた別な形で懇談できる部分で、検討する課題なのかなと思

っておりますが、議会としての構成上のこともありますし、それぞれの皆さん方の考え方もあ

りますので、その辺は連携をしながら、どういう手法が良いのか、ざっくばらんな場というこ

とだと思うんですが、そういうことができていければ、なおスムーズになるという部分があり

ますので、これは町当局だけのことにもなりませんし、議会全体のことも踏まえながら、どう

いうスタイルが良いのか相談しながら進めていければと思っております。 

 以上、４点申し上げて答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 それでは、１点目から再度お聞きしたいと思います。実質４,７２０万の金額で終わりそうだ

ということは理解したわけでありますが、これは全て払い終わっていないと理解してよろしい

でしょうか。 
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○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 概ね完了いたしておりますが、まだ何件か完了されていない所があると。基本的には年度内

に全部完了する契約になっておりますので、年度内には全て完了するということで、執り進め

ているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 是非これは年度内に終わらせていただきたい。と言う意味合いは、この緊急対策について、

昔、地域振興券もありましたが、配布した日から使えるんですよ。現金が動くと。ただ、今回

の場合は、役場の仕組みでどうしようもないかもしれませんが、大変申し訳ないけども、現金

を持たないで買いに行くと。そして、注文して、納品が終わってから請求書が出てきて、それ

からお金を払いに行くと言ったら、いずれは景気対策になるけども、緊急にならない。これは

重々理解して、私たちも認めていますが、９月の一般質問の中で緊急対策をしなければならな

いが、地域振興券はばら撒きだという町長の答弁もあって、抜本的な方法が良いということで、

期待して半年経ったわけですが、実質動いてみると、町の備品の前倒しなど、現金がすぐに動

かないと。本当に難しい部分で、私たちも仕方ないだろうと判断をした。ただ、現金で動かす

のも一つの方法です。その中で、この方法を選んだということで、最大限にクリアしていただ

かなかったら。当然、この事業のマイナスの部分、プラスの部分は議員は理解しておりますの

で、この辺についても今後は無いとは言えないわけであります。緊急対策の意味合いの次の捉

え方について、今回は良かったよという言い方で評価をされているようでありますが、次も可

能性としてあるわけですから、いろんな部分で試していただければと思いますが、この点につ

いて。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の、昨年の１２月で補正をさせていただき、実行させていただいた、緊急経済対策の

関係でございますが、それぞれ、昨年９月の段階でご質問等をいただいた中で、今回はこうい

う対応をさせていただいたところでございますが。基本的には公共的に必要とされる物品や修

繕工事、いずれにしてもやらなければならない必要性の高いものを、優先して今回予算化をさ

せていただき、対策として計上させていただいたものであります。私共としても物品だとか修

繕、それ以外のものもありますが、なるべく早く効果が出るように、そして早くそれぞれの企

業者にお金が渡るようにと、契約等をすぐに展開しましたが、物によっては少々の時間が納品
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するまでにかかるので、今現在もまだ数件、ほとんど９割５分以上は執行されておりますが、

まだ残っているのも実態でありますから、早急に納品等をしていただいて、支払いをしていき

たいと考えております。今後の緊急経済対策がこれからあるかどうかは、また別の話ですが、

仮にそういう場面が起きた時にも、いろんなご意見や今回の結果等を踏まえながら、今までの

経過も踏まえて、どういう手法が良いのか、もしそういうことになれば、また改めて協議をさ

せていただければと考えているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 それでは、次に跡地の利用の関係であります。これも、新栄地域は町の考え方に沿うと言い

ながらも、町の考え方は、使ったら使っただけ払えという捉え方なんでしょ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 原則的にあそこは統合されることによって、学校校舎を使用しなくなったわけでありますか

ら、何らかの形で利用するということになった時にあっても、公的な部分での考え方は、ある

程度持っていなければならないと思っていますので、そこら辺で、地域に会館があったり、い

ろんなものがありますから、それも公的に既に支援をしながらやっているのがありますから、

さらにそこで同じような活動をするということになれば、それはやはり慎重に考えていかなけ

ればならないだろうし、当然、使用するとなれば、掛かる経費についてはそれなりの負担をし

ていただく。全額なのかどうかは別にしても、やはりそれなりの負担をしていただかなければ

ならないだろうと。ただ、全体計画ができあがった中で、いろんな用途での活用が出てきた時

には、また改めてそういう流れの中でどのようにしていくかは、協議していかなければならな

いと思っておりますが、同じ会館でも使えるようなことをそこでやって、そっちの経費は町で

払えということには、なかなか現実として理解が難しいところかと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 当然、別な施設と言うか、集会場等についてはありますが、それ以上の大きい物は無いわけ

であります。それから、新栄、江南ともそうですが、体育館がまだしっかりしているので、今

の状態で使えば、電気料も使った日だけの電気料ではないという捉え方をするのですが、それ

では使う方もおっかなくて、いくらだなんて話にもならない。相談にもならない。例えば、町

がある程度の助成をしてくれての話であれば、まだまだ協議する可能性があるわけで、最初か

ら使うなと言っているようなものだろうと思いますし、江南の関係についても、統廃合になっ
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てから２年間経ちますが、なる前からこの話はしている。そして今年度もということになった

ら、もう足かけ４年協議をして、それを使う、使わないというような話なので、これでは丸っ

きり見えてこないと思うわけで。これらも今年度無ければ、使わないという捉え方でよろしい

のでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 せっかく地域にあるわけですから、それを地域で有効に活用する。それは、そういう方向で

良い活用方法が出て、いければ良いと思っていますが、なかなか地域にも、今お話がありまし

たように総合会館もありますし、体育館部分だけでいっても、清里町内にはトレーニングセン

ターもありますし、札弦にもそういう施設があります。目先にあるんだから、それをというの

が一番効率的なのはわかっておりますが、そこだけをということもなかなか難しいのかなと思

っております。他のいろんな競合する施設などをうまく利用しながら、地域活動へ繋げていた

だければと思うところであります。 

 ご案内のように、電気一つとっても、全体としての契約になりますので、基本料から使用料

から全て付いて回ります。ですから、基本料は町で持って、使用料だけと言っても、何で月に

何回かの部分で年間基本料をと言う、いろんな見方もあるかと思いますので。昼間であれば電

気を使いませんので、電気の契約が無くても済む部分もありますが、なかなか難しいのが実情

だと思っております。本当に地域としても町としても、これだというような妙案をこれから一

緒になって考えていければと思っております。 

 そうは言いながらも、丸２年経ちます。これは、ある程度の時期も必要だと思っていますの

で、ずっと１０年も２０年も引っ張るなんてことにはならない。やはりどこかの時点で、そう

いう方法が無ければ、売るのか、壊すのか、そういう部分もどこかの時点では視野に入れなけ

ればならないだろうと。ただ、私の考えとしては、先ほども言いましたが、ある物を１回壊し

てしまったら無くなってしまいますから、どうしても危険な部分はやらなければならないと思

っていますが、様子が見れて、まだまだ何とか持ちこたえられるのであれば、その間は壊さな

い方が良いのではないかと思っているところでもあります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 先が見えない部分では、一抹の不安もあります。ただ、この建物を維持するというような言

い方をされたのですが、去年も新栄でガラスが割れて、直ったかどうかはわかりませんが、ど

こまで修繕と言うか、管理をして、最終目的点まで行かすのか。この辺の管理は、ガラスのこ

ともありましたが、雪で潰れてしまえば仕方ない部分もあるのかもしれませんが、ガラスが割

れると、職員住宅に入っている方もおられるので大変心配な部分もあるわけで。どこまで管理

をするのか、お聞かせいただければと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今、使用していない校舎や体育館等については、最低限度の維持補修と考えておりますから、

当然、窓が割れて外の風が吹き込むというようなことになれば、施設自体がおかしくなります

ので大変なことになりますので、そういうのはしっかりとやっていかなければならないと思っ

ております。ただ、ガラスを入れるか、木で塞ぐか、いろんな方法がありますから、最低限度

の方法で維持管理をしておきたいと思っております。ただ、先ほども言いましたが、いつまで

もということにはならないので、どこかの時点では踏ん切りをつけなければならない時期が来

ると思っておりますが、まだここ１、２年で取り壊すと言う考え方は、今のところ持っており

ません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 この維持管理についても、地域にある建物ですので、地域では草がひどかったら刈りに行っ

たり。町とどのような協議をしているかわかりませんが、不審者がいたらお互い連絡し合って

という、そんな組織もできているのも聞いております。その辺まで町にちゃんと情報が入って

いるなら良いのですが、地域で頑張っていることを少しでも理解していただいて、次の方向性

を見出していただければと思っております。 

 次に３点目の、再生エネルギーについては、業者にお願いしたという中では、当然答えが出

ているんだろうと。それをどうするこうするという部分について、執行側で練るのも大変結構

なのですが、前回の委員会の中でもメガソーラーを造ると言って、緑にという案も出てくる。

メガソーラーの部分については理解はしますが、最終的な町民への説明の中では「金儲けなの

か」と言われてしまうと、反論できない部分も実際にあるわけでありまして。本来、災害のた

め、売電の収益はこの事業に使うよという、しっかりとした目標があって前に進めるなら、施

設を建てることの町民の理解は得やすいだろうと。今の中ではまだまだ理解されにくいんだろ

うと思っています。ＰＲ方法は最終的には決まっていないわけでありますが、ただ、緑の関係、

メガソーラーの関係については、緑自治会にはもう情報が入っていると。これは情報が早いの

は良いのですが、その辺を町民に周知徹底する方法も含めて、今後の再生エネルギーの捉え方

について、お聞かせいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の、再生可能エネルギーの取り組みの関係であります。先ほども申し上げましたよう
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に、報告が出てまいってきておりますので、それを十分に精査して、一定の方向性を事務的に

も積み上げながら、それらの結果を基に計画を立てていきたいと考えております。当然、計画

策定にあたっては、議会所管委員会とも十分に協議させていただきながら、また、実施すると

いう形の中でも、年次計画をもって、一気に進めるわけにはまいりませんので、それ相当の年

数が必要になりますし、実際にどこの部分をどのようにやるかという、具体的な部分での協議

を今後はしていかなければならないだろうと思っております。単純にエネルギーだけの取得の

部分と、先ほど言いましたように、公共施設周りでのエネルギーの活用という部分と、そのよ

うなことを含めて、全体の計画を立てていきたいと思っております。 

 また、町民に対するＰＲだとか啓蒙の関係でありますが、今般、こうした計画が成果として

出てまいりますので、これらの状況については、広報等において調査結果については周知をし

ていきたいと思っておりますし、そういう事業への取り組みを進めていきたいということにつ

いても、ＰＲ展開をしていきたいと思っております。基本的には先ほど申し上げましたように、

化石から再生可能エネルギーに切り替えていく、環境に優しいまちづくり、そして当然、施設

施設においては、その施設の光熱費の削減とか、そういう経費の削減にも使ってまいるのは当

たり前でありますが、今ちょっとありましたように、電源を新たに持つということは、万が一、

災害等で、今回も室蘭の方でありましたが、停電になった時にその電気を。ルートがあります

から、電線がみんな切れてしまえばいかないのは当たり前のことですが、ただ、その電線がう

ちの中で生きていれば、それを回していくことにも繋がっていく。そういうことにも利用でき

ると思っておりますので、そういう部分も含めて今後、十分に議会とも協議をしながら進めさ

せていただきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 当然、再生エネルギー、太陽光について調べて、これから進むと私も思っております。ただ、

災害時にメガソーラーがあっても線が切れてしまったらそれだけの話であって、本来、やはり

できるならばメガソーラーはいらない。例えば清里、札弦、緑の人たちが、昼間はとりあえず

明るいから良いわけでありますが、夜になると電気が取れるという中での災害のための対策、

それから、蓄電装置あるいは電気自動車等を考えていただいた方が、緊急の場合についての町

民の理解は、大変理解されやすいのかなと思うところでありますし、それから、これは太陽エ

ネルギーの関係というよりも、委員会でも何回も説明されている部分なのですが、最終的に見

えてこない。 

 最後の４項目に挙げた、委員会のあり方という部分でも、委員会がもう少し機能を発揮すれ

ば、執行者側との意見の疎通ができるのかなと、そんな思いをしているところなんです。本来

であれば本会議主義で、基本的には全て本会議でというのは理解するのですが、１日、２日間

の中で審議をし、全て理解をするということになれば、これは大変膨大な量なんです。ただ、

今までも委員会等で、議員の提案が合ったり、要望があったりして、前向きに考えるよと言っ

たものが、こちらの思惑とそちらの思惑が合わなかったという部分のすり合わせも少ない。せ

っかくの議事案件、提案案件である部分を、何とかこの本会議の中で、うまく調整できないの
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かなと。これが私が一番危惧するところなんです。当然、委員会の中で今年度まで２年間進め

てきて、本会議では食い違うもあったり、今回の予算の中ではいろんな前向きな姿勢と言うか、

次の前向きな姿勢という部分ですが、これも最終的には議員の捉え方と、執行者側の捉え方の

違いで、食い違いがあまりにも激しいということ。私が最後でごちゃごちゃ言うことではない

のですが、今回のさくらの問題があった部分が、本当に私は認められない。こんなことが二度

とないようにしていく方法が無いのかなと。それを危惧するところであります。これについて

何かありましたら。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず前段の、再生可能エネルギーの関係であります。先ほど来、お話をさせていただいてお

りますように、より効果的、効率的、そして経済性等も踏まえながら、一つ一つの箇所につい

て、どれが最もベターなのかという部分を含めて、相談をさせていただきながら、また、そう

いう部分について年次計画の中でもご相談をさせていただくということで、全体的には再生可

能エネルギーを我が町も取り扱っていくぞ、取り組んでいくぞという形でのご確認をいただけ

ればと思っております。 

 それから、議会と町長との間の意思疎通の場と言うか、意見交換の場と言いますか、なかな

か難しいところもあるのかなと思っております。基本的には所管の委員会の中で、それぞれの

担当課長の方から、そういう方針を含めた具体的な説明の中でそれらが全て進んでいけば、一

番良いスタイルなのですが、そうしても詳細にわたった部分では見えてこないというような場

面も見受けられるということでもあります。どういう手法が良いのか、円卓方式的なもの、全

体の議員さんとの円卓方式みたいのがうまくできればなとも思っておりますが、議会の仕組み

としてのあり方もありますから、一方的にこちらから、ああだこうだと言うのもちょっと僭越

になりますので、その辺は事務的に、事務局長を含めて、また、うちの方も副町長含めて、ど

ういう手法がベターなのか、形式論にとらわれてしまうと、委員会としてのいろんな部分が出

てきますから、そうでない形で置けるものかどうか、やり切ることができるかどうか含めて、

慎重に検討させていただければと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 町長が言うように、今後議会と執行者側でこれから変えられる部分については、前向きな姿

勢の中で進めていくということは当然でありますし、私の捉え方としては、今回のさくらの関

係については、これまた難しい部分があるわけでありまして。 

 １人になるのか、３人になるのか、最終的にはこの予算でありますので、この部分だけの反

対というのはできないので、するならまとめてするという話になるんだろうなと。そこら辺に

ついて、私もまだまだ時間がありますので、ゆっくり考えさせていただきながら、私の総括を
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終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 最後の部分かと思いますが、予算については、さくらの山部分についても、数年に渡ってあ

の場所で、町民の皆さんに協働事業という形で植樹祭で植えてきたわけでありまして、ご案内

のように、花はちらほらと言うより、かなり咲き始めてきていることは事実でありまして、近

間の人たちは「いつ花見ができるんだ」と、逆にそういうようなお話もいただいております。

今のままでも行って見てくるというのは十分にできることかと思いますが、せっかく皆さんで

作り上げたふるさとの山ですから、行った時に足元がぬかるんで歩けなかったとか、そういう

ことの無いように、一定の整備は。私としては華美な整備をする気はありませんし、あの中に

舗装道路を造るだとか、そんな気は毛頭ありません。あくまでも自然に近い形の中で整備をし

ていきたい。それにしても、やはり測量調査設計はしなければ、どういう形になるか何もわか

らないということになりますので、まずはそれをやらせていただいて、年次計画の中で後は逐

次整備をさせていただければというような思いでありますので、一つよろしくお願いを申し上

げたいと思います。 

 以上、申し上げ答弁といたします。 

 

○議長 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 総括ということでありますが、私も性格上、非常に興奮するたちでありまして、昨日の本会

議の中でも私の方が陳謝しないとならないのかなと。ただ、その思いは、櫛引町長と同じよう

に、住み良いふるさと、このまちづくりを続けていく信念の下だということに、まずご理解を

いただきたいと思います。 

 そういう中で、平成２５年度における予算総額、一般会計の１割減というのは、緊急対策等

における国の部分で前倒しした部分という形の中で、ハードにおける施設の部分については、

清里では大まかにほぼ終了したのかなと。そして、実際にこれをフル活動して、本当に住みや

すい町を続けていくための、年の節目なのかなと。そのことがある意味では開拓１１５年開町

７０周年の年であると。このような中、町長の町政推進の、今、畠山議員から言われていまし

た、第１に挙げられています「庭園のまちづくり」です。すばらしい言葉ですが、先日の予算

審議の中で、庭園のまちづくりは今日できた話ではありませんよと。今まで町民の皆さんと行

政が共に展開してきたこの花緑を推進しながら、さらに一歩加えていきますよと。そのことが、

この「ふるさとの森づくり事業」を含めた庭園づくりだという表現をされているわけでありま

す。ところが、こういうことには私は賛成しますが、この花緑は今日まで定着してきたわけで

すが、ここで改めて庭園のまちづくりにあたって、行政が支援をしてきた花と、各個人が本当

に美しさと努力でそれぞれの家庭の花壇、そしてオープンガーデン等に協力してきた。このこ
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とが近年、高齢化の関係もありながら、ある意味では辞めざるを得ない、あるいは縮小せざる

を得ない、あるいはよく考えてみたら経済的にちょっと負担になってきたし、これによってい

ろんな問題が出てきている部分も、ちらほら聞かれてきております。そこで今、もう一度改め

て、本当に住民意識としてされてきた花緑の事業割合と、行政がテコ入れした事業割合が、経

費も含めて今の時点で本当にどうなっているんだろうと。そして、これから先、庭園のまちづ

くりと言って、例えばふるさとの森事業に、町長の答弁の中にありました。私はだめとは言い

ません。でも、まだ計画するにはもうちょっと。実際にはもうちょっと満開になってどうなの

か。あのさくらの山だけではないんですよ。今回の一般質問で村島議員からありました、江鳶

山ですとか、滝ですとか、あるいは今回計画されています神の子池の希少動物の調査だとか、

こういうことをしますと言いながら、国有林の問題なんですよ。村島議員の答弁では難しいと

答弁しておきながら、もう一方の部分ではやっていきますと言っているんです。こういうもの

全てを通して庭園のまちづくりでしょうと。このような中で、もう少し具体的な一貫性、そし

てこの庭園のまちづくりが花緑の延長であるとすれば、行政の先導であってはならないんです

よ。もう先導は花緑で終わっているんですよ。これからは地域の皆さんと一体となっていかな

ければならないんです。 

 ここで計画されている、例えば、道道の景観駐車帯やその周りも整備していきます。そして

清里から札弦までの区間についても、コスモスとは言いませんが、いろんなものを導入してい

きます。地域の人と協力していきます。でも、今までやってきている行政の部分は、地域の人

だけの努力じゃないんですよ。行政が何らかの支援をしているんですよ。そしてまた今後、そ

ういう形の中で支援をしていくとすれば、一体この庭園のまちづくりに総額どれだけ掛けてい

くのか。そして、今回の町長の町政執行方針の中で述べられております、この庭園のまちづく

りを通して、結果的に今年度は「日本で最も美しい村」連合に加入していきたいと。これもい

ろんな形があります。でも、こういうもの全て、経済効果が無いとだめなんですよ。交流人口

が増えてもだめなんですよ。地域のいろんな所でちょっとずつ、儲かった、ニコッとする、「よ

し、この次来てくれるお客さんにも、さらにアップしたもてなしをしよう」と。こういうこと

で地域全体がいかないとだめなんです。そのためには、今回のパパス道の駅の解体も、大いに

起爆剤にして頑張っていただきたいと思います。 

 １点目は、それに対してどういう状態で今後執り進もうとしているのかという点について、

お伺いをしたいと思います。 

 ２点目は、第４次行財政大綱が２４年～２６年までで、今真っ最中です。こういう形の中で、

維持管理等の経費の中で、公共整備等についてＬＥＤとか具体的な策を書いてあります。ただ、

私は今まで以上に、４,５００人を切った清里町の中で、ものすごく立派な施設がたくさんある

んです。こういう施設を行財政改革で、経費の削減だけとは私は言いません。地域みんなで本

当に底辺から力強い生活をしていくための見直し、課横断的な見直しが本当になされているの

だろうか。 

 私はここで１つ提案をしておきたいと思います。草刈りです。この美しい町内に、ものすご

く草刈りをしなければならない所があります。公園、公営住宅、それぞれの施設、これは課横

断的、課だけでまとまっているのではなくて、その施設ごとにものすごく莫大です。しかも、

今回の今年度の予算にも草刈り機の導入があります。維持費もあります。いろんな形の中で、

それをお願いしている労働者、あるいはお願いしている業者、これは千差万別です。機械を借
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り上げてやっている所もあれば、業務委託している所もあれば、町の中でぐちゃぐちゃになっ

ているこのことこそ、私は一歩合理化をしていくべきだと思います。ただ、その時に削減しろ

と言うだけの話ではありません。物は大切に。機械は自分の物であれば大切に使います。壊れ

たら直してくれるのであれば頼みます。いろんな部分がありますが、ここで細かく言う論戦で

はないと思うので、この辺を今後どうしていく気があるのか。このことについて、お伺いをし

ておきたいと思います。 

 それともう１つ、もう 2 つくらいあるわけですが、まちづくりの基本は、町長がいつも言わ

れております、やっぱり後継者、福祉が非常に大切だと。こういう中で町長は、ケアハウス等

の部分も考えていきたいと、勝又議員の一般質問にも答えています。私も賛成です。そして、

そういう福祉の中で、今日の特会の中の質問でも池下議員が言われていたように、いろんな問

題点が山積しています。でも今、清里にある介護施設・老健は、普通のケアハウスとは違って、

３町に１つしか無いんですよ。こういう中で実際の運営や内容について、もっとやはり有効に、

治して出られるという環境の事業をもっともっと。 

 今回いろんな形の中で、社会福祉協議会に指定管理してから、今回出向者を下げるというこ

とになっていますが、まだこの施設については、出向していくという形になっている。基本的

に町長が言うように、本当に福祉の中でこのようにしていくというのは、このすばらしい施設

を十分にフル活用していく。と言うことは、その管理者である事務長が町の出向職員で、３年

なり４年で交代していくスタンスが良いのかどうなのか。この専門的な知識を持った人、行政

の中ではふさわしい人が行くんでしょう。でもそれは、施設全体としてはそういう運営ができ

る万全な体制になっているのか。ケアハウスも良いですが、その前に、このやり方の中にデイ

サービスはあります。でも、訪問介護の充実だとか、そういうもののトータルとして、あるい

は人材をどうしていくか。こういうことがきちっとできて初めて、次のステップとしてケアハ

ウスにいかなければならないと思うんですよ。この問題というのは「加藤さん、施設に入る前

の、そのための施設です」という条件が、ケアハウスにはあると思いますが、共にそこの部分

は重なってくる部分もあると思うんです。だとしたら、公営住宅の話にもちょっと入ってしま

うのですが、例えば公営住宅を壊した後の用地等について、本当にどう処理していくのか。例

えば農家を辞めて、定住移住の所に関しては、町内に宅地と住居があれば買えないわけですが、

一戸建ての家は市街地から遠い所にあるので、市街地に出てきたいという時に、土地を持って

いるので非常に難しいと。でも、自分の用地であれば建てることができるというのであれば、

この公営住宅を壊した跡地の利用だとか、いろんなことを総合的に全体として、町の資産の活

用なり、そういう面をもう少し考えてほしい。この辺を考えて、先ほど言いましたが、本当に

ハードからソフトの時代なんです。特に清里は。私は開拓１１５年開町７０周年の節目に、そ

して櫛引町長の折り返し地点として、ここから。「あぁ、あの時から、本当にソフトで住みや

すい町に転換されたんだな」というようなまちづくりを、是非とも進めていただきたい。今も

言いましたが、そういう形の中で今年、開拓１１５年開町７０周年の節目に向かって、この記

念式典と冠事業が計画されているわけです。これは、斜里岳ロードレースや産業まつりや、プ

ラネットの講演などを冠事業として、これ以外にもいろんなことをするのでしょうが、単発で

はなくてトータルとしてどういう形で。これはすれば良いという話ではないと思うんです。こ

れをすることによって、それぞれの人が「鍬を入れてから１１５年か」と。こういう形の中か

ら、皆で明日に向かって助け合う方向、進める第一歩を踏み出す年にしていかなければならな
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い。そのための事業展開の方法を事業として組み立てていかなければならないと思うんです。

その時に、２７年度に記念誌を発行するための資料集めに、今年度は臨時職員を雇いたいと言

う説明がありました。だめとは言いません。だめとは言いませんが、私は歴史を振り返り、明

日のためにどう事業を展開していくのか、まちづくりを展開していくのか。その先頭に立つの

が、私は職員だろうと。町長だろうと。だとしたら、他の仕事に逆に臨時職員を使ってでも、

このまちづくりの基本である歴史を学ぶこと。町長は生まれた時から清里だから良いです。で

も、清里に生まれていない職員の採用もあるわけです。そういう人方に特別に「職務だ」と。

そして明日の清里町のためのソフト展開をしてみろと。これも大切じゃないかと。これは私の

勝手な意見です。大まかにはそういうことなんですが、これらについて、まずお伺いいたしま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 多岐に渡るご質問で、答弁漏れが各所に出てくるかと思いますが、なるべく慎重に答弁をし

ていきたいと思います。 

 まず、前段ありましたように、清里町における極めて大型の事業は、順調に推移をさせてい

ただいておりまして、ほぼ大きなものは完成に近づいて来たかなと思っておりまして、まさに

ハードからソフトへの移行の時期を迎えつつあるのかなと思っております。そうした中で、庭

園のまちづくり事業も基本的にはソフト事業の展開でございます。従来から行政と町民とが協

働で、パートナーシップ事業として推進をしてきた「花と緑と交流のまちづくり事業」をベー

スにしながら、新たな環境のまちづくりを進めていくということで、最も清里町が他より優れ

ている、この農村景観を十分に活用した中でのまちづくりを進めていきたいということでござ

います。今までも行政と町民の皆さんと合わせてこの事業を展開させていただいたわけであり

まして、当然、委員会等の中でも多くの町民の皆さん、また、関係機関・団体の方々のご参加

をいただく中で、今日を迎えてきたというのが実情かなと思っております。これをさらに、全

町的な流れの中で取り組みを進めていければというのが、この計画でありまして、重点計画と

しては「ふるさとの森づくり」の計画、そしてまた、「豊かな田園づくり」の計画、「花と緑」

の計画、そして「ふれあいの散歩道」、要はウォーキングロード等の整備の計画、そしてそれ

らの全体の構想を支える支援政策という、５つで構成をしながら、それぞれの事業を展開して

いきたいということでございます。今までも多くの町民の皆さんに参画をいただきました。こ

れからもその流れで、進めていかなければならないと思っておりますし、当然、こうした事業

に一緒に参画することによって、まちづくりを共に行っているんだと。行政が勝手にまちづく

りをしているんだということではなくて、町民の皆さんが一緒に参画し、協働の事業を興すこ

とによって、町に対する思い入れと、まちづくりに参画している楽しみと言いますか、喜びを

感じていただければと思っているところであります。今回、パパスランドが道の駅として整備

改修をされます。先ほどもありましたが、交流人口が増えただけで何も経済効果が無いんじゃ、

事業としての発展性が無いのではないかと。確かにそういう一面もあります。そういうような

ことから、パパスまでいかに人の呼び込みを行っていくか。それの一つの一助としても、この
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事業を展開していきたいということでありまして、今、上斜里地域で行っているコスモスロー

ドを、清里から札弦へ繋ぐ、そういう方法を具体的に今年から展開していきます。昨年も一部、

できる所ということで、光岳小学校から清里に向かって５百数十メートル、実施されておりま

すが、さらにそれをこの間で延長が延びていければと思っておりますが、これも摩周湖斜里線

の沿線になりますので、それに関係する土地所有者の皆さん方のご理解とご協力がなければで

きませんから、そういう中で何とかご理解をいただく中で、積み上げていきたいと思っている

ところでありますし、また、上斜里にありますような景観駐車帯においても、今般、道道の整

備と合わせて整備いただけるということでありますので、そうした整備を進めていきますが、

併せて、ゆっくりと休んでもらえる、またうまく利用できる休憩スポットとしての活用の範囲

を広げるためにも、さらに町としても残地等を活用させていただきながら、より良いものにし

ていきたいと考えている次第でもあります。その他、それぞれの項目を挙げれば、今回の予算

の中で直接的にこれ、これ、と言う配置にはされておりませんが、数多くの事業を展開してい

きたいと思っております。また、それぞれの事業がいろいろ入ってきておりますから、そうし

た中での社会貢献事業としての協力をすると言っていただいている所もありますので、桜並木

を社会貢献事業で整備をしてもらったりというようなことも含めて、少しずつではありますが、

過度な負担にならない形で、また、農家の人方も過度な負担になるようなやり方ではなく、従

来からの景観作物の展開だとか、この周辺を使いながら実施できればという思いでいるところ

でございます。 

 次に、草刈り等の関係であります。清里町内には多くの緑地公園、また、施設周りの緑地広

場等がたくさんございます。そうした中でご指摘がありましたように、それぞれの所管の中で

現在管理をされているのが実態でございます。形態としては主にシルバーセンターに業務を委

託しております。役場庁舎周りを中心としながらそういう箇所、それと、緑ヶ丘公園等につい

ては、公園の全体の維持管理に合わせてお願いをしている企業者にお願いをしております。ま

た、小学校関係についても、施設管理と合わせて緑地整備なども含めて、企業者にお願いをし

ているというものもあります。また、お話がありました公営住宅関係については、公営住宅の

草刈りだけではなくて、全体の外回りを含めた維持管理の臨時職員という形の中で、草刈りも

合わせた中で臨時職員を採用して実施している。また、スポーツ関係施設の一部ではあります

が、公共施設管理公社の職員で実施をされているものもございます。その他、草刈り業務を行

っている民間の企業者が請負という形で行っているものもありますし、先ほどもちょっとあり

ましたが、羽衣南の児童公園の関係については従来、平成２４年までは賃金と機械借上料でや

ってきたという、今までの形態とちょっと違う形態でやってきたんだという部分がありました

ので、今般からそれらの関係についても整理をしながら、全体としては委託業務方式に切り替

えていきたいということで、進めているところでございます。いずれにしろいろんな形態があ

ります。ただ、それぞれに企業者なり、それぞれの職員が張りついている部分がありますので、

これをどのような方法で、より効率良く整備することができるか、十分に検討していかなけれ

ばならないと思っております。今のところ、それぞれの分担の中で、それぞれの事業が、それ

ぞれ企業者の中で実施されているという実績もありますので、そこら辺、あまり集約しすぎる

のもいろいろあるのかなという気もいたしておりますが、ある一面、効率的、効果的に進めて

いかなければならないというのも実態かと捉えているところでありまして、これらの関係につ

いて、行財政改革の中にもそうした委託事業の見直し等がありますので、十分に検討を加えな
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がら進めていければと思っているところであります。 

 次に 3 点目の、ケアハウスの関係でございます。一般質問でもありましたので、詳細につい

ては説明を省かせていただきたいと思いますが、基本的にはそれなりの独居の方々が今おりま

す。いずれかの段階では、自分のことが少しずつ厳しくなるということも明らかだと思ってお

りますので、こういうような部分を捉えながら、次の対応を検討していかなければならない時

期に、もう来ていると、私は認識をしているところであります。ただ、介護施設としては清里

町には特養施設と老健施設の２カ所があります。１３０床という余裕がございますが、そこに

至るまでの中間的な意味合いのケアハウスということでもありますので、十分にその辺の内容

についても、関係機関とも連携を図りながら進めていければと思っております。体制的な部分

でいけば、社会福祉協議会に今、町の職員が出向させていただいております。基本的には社会

福祉協議会は公共的団体でありまして、町の職員の派遣については基準がありまして、どこに

でも派遣できるということではなく、公共的団体にしか派遣できないことになっておりますし、

また、条例の中でそれらの派遣にあたっての詳細が定められておりますので、それに基づいて

今、行わせていただいているというような実態でありますが、基本的にはそれぞれの団体で、

それぞれの人員をきっちりと育成して確保していくのが基本かと思っております。そういうよ

うな体制になるように、町としてそういう体制に持っていけるような支援も、併せて進めてい

きたいということでありまして、全体を通じながら福祉施策をどう展開していくか、十分に検

討させていただきたいと思っております。 

 次に、記念式典のそれぞれの事業の関係であります。清里町に開拓の鍬が下ろされ、清里町

として１１５年の大きな節目でありますし、また、分村をして７０周年という記念の年であり

ます。今までの先人や先輩の皆さんが大変な苦労をして、この清里町を創り上げてきたわけで

ありまして、そうした皆さんに対する感謝の気持ちを、こういう機会を通じながら表していき

たいと思っておりますし、また併せて、これからの清里町の未来に向かって、そういうまちづ

くりをみんなで進めていくんだという意味においての、意志を表す機会でもあると思っており

ます。そんな意味で、これを契機に式典を行いながら、また、それぞれ冠事業等も実施をさせ

ていただきたいということでございます。これからのまちづくりにみんなで取り組んでいくと

いう意思表示が、この場で行われれば、本当に良い式典になるのかなと思っている次第でもあ

ります。いろんなご意見はあろうかと思いますが、節目節目でありますから、どこの時点が絶

対なんだということはなかなか難しいですが、百年記念事業までは５年に１回ずつ、ずっとや

ってきたみたいでありますが、平成９年に百年記念をやった以降、今日まで、その中で１回、

町名改称町政施行の５０周年を行ったと。それがちょうど８年目でありました。それから今年

が８年目になりますので、従来から見れば間隔が随分開いているのかなという気をいたしてお

りますが、一つの節目ということでありますので、そういうような事業を展開していきたいと

いうことであります。 

 そしてまた、町史の関係においても、百年記念史ということで、百年に町史を作っておりま

す。それから１５年経っております。一般質問の中でもそういうデータというのはもう既に、

今はパソコンの時代ですから、全てそろっているのではないのかというようなことであります

が、現実は各課でそれぞれの事業をやっておりますから、何年の年にどんな事業をやったかと

いうのはすぐわかりますが、その具体的な中身の展開というのは、やっぱり各課、各課の資料

をひも解いていかないとわからないという実情があります。そういうものをひも解きながら、
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追録の形で、新しい本を発行するのではなく、百年記念史がありますから、そこに追録の形で

整備をしていくことを予定していきたいと。どうしてもそういう資料を各課に渡って集めると

いうことになれば、専門にそういう仕事をやっていただける方がいなければ、なかなかうまく

集まってこないということもございます。そんなようなことで今般、資料を収集し、次の追録

を作成するまでの部分ということで、臨時職員を採用しながら準備に入っていきたいというこ

とでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、申し上げて答弁といたします。 

 

○議長 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 それでは、簡単にいきたいと思いますが、この庭園のまちづくりではいろんなことを挙げま

した。確かにソフトの部分もあるけど、本当に基本的には経済に結びつかないとだめなんです

よ、町長。櫛引町長が計画してやりましたというだけでは何の意味も無いんですよ。将来に渡

って投資する部分と、言葉が悪いですがやっぱり日金（ひがね）ですよ。明日に向かってプラ

スになるような環境づくりがなされないとだめなんですよ。交流人口、それによる経済効果に

期待する、と言いますが、そうしたら今日までどういうふうに把握すれば良いのか。非常に難

しい数字だと思うんです。そして、４,５００人になっちゃったんですよ。この基本的な消費能

力と言いますか、秘めた能力、こういうものがどういう形になっていくのか。目標には庭園の

まちづくりがありますけども、それは最終的につくるものではなくて、気付いたらなっている

ものですよ。木を植えることに関しては良いです。これは将来に向かっていることだから良い

です。今言われたコスモスロードやなんかは協力していますと。そうしたら、これは最終的に

庭園のまちづくりになんぼかかっちゃうんですか。清里の予算でどうなっていくんですか。横

断的にしゃべっちゃいますが、行財政大綱がこうやってあります。そして、例えば財政運営の

実施項目の４９番、特別会計の一般会計繰入金の基金に関して、２４年から２６年の間に「各

会計における一般会計からの繰出は法令等により一般会計で負担することとなっている基準額

を超える繰入金を段階的に削減する」と言っているんですよ。話が飛んだように見えますが、

早い話が清里の財政は決まっているんですよ。こういった時に、今日の特別会計の池下さんの

質問に対しても、課長の答弁にありますように、計画当初はこうしかできませんと。だけど、

事業が１年間終わってみれば、結果としては前年度と同じ数字になりますよと。もしかしたら

状況によっては増えていくかもしれないんですよ。特別会計で言えば、上下水道もあるんです

よ。こうやっていろんなことでそうやっていくとすれば、人口が減っていったら、起債は減っ

てきましたから長期的な設備投資の部分は下がっていくから良いです。でも、利用料は人が減

ったり、条件によってはどんどん減っていくんですよ。これを適正化しますと言ったら、上げ

ますということになるんですよ。ましてや、このＴＰＰ問題で、この畑作中心の清里がどうな

っていくかわからない時なんですよ。庭園のまちづくりがだめだとは言いません。節度ある使

い方をしなければならないんじゃないですかということです。個人でやっていた人方は自分の

お金でやって来たんです。でも、こうやって見るきれいな所は、全部町の金なんですよ。助成

が入っているんですよ。コスモスロードにしろ、今度のやつにしろ、いろんなやつをやるのに
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入れてくるんですよ。それが地域経済の中で全体でうまくいけば良いけども、結果として循環

が止まったり、小さくなったらだめなんですよ。だからソフトを考えていかないとならないと

言っているんですよ。そのためにこうやってやっていますじゃないんです。具体的にやらない

とだめなんですよ。それでなくても、私はこの特別会計だけの問題ではないと。大きな問題は、

４月から開業します道の駅、そして緑の湯、レストハウス、緑清荘、このお客さんを相手にし

ている施設、町の施設、これを正常な運営を今後ともしていくために、町民のためのサービス

を損なわないでやっていくために、どういう方法があるのか。こういうことが大切なんですよ。

美しい言葉の並べ、日本で最も美しい村へ参加します。これに参加しても何の意味も無いんで

すよ。いや、その言葉上、何の意味も無いと言うよりも、それで経済は生まれないんですよ。

それを結び付ける段取りが無いとだめなんですよ。だから、例えば今回やるハーフマラソンを

やる斜里岳ロードレースに対しても、例えば１泊でやる、２泊でやる、あるいは景品は地産の

物にするだとか、いろんな形のやり方がある。今年度におけるこの年というもの、いろんな事

業展開を今のうちに出すべきだと思うんですよ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 庭園のまちづくりに対して、かなりの酷評をいただいたところでありますが、私は考え方は

いろいろあると思うんです。加藤議員は加藤議員のそういう考え方ですから否定はいたしませ

んが、この花緑の事業も町民と行政とのパートナーシップ事業という形で、町の中がすごく変

わらなかったですか。雰囲気が変わらなかったですか。変わってきていると思うんですよ、私

は。やっぱりそれも一つの効果ではないですか。まちづくりに対するそういうソフト事業のあ

り方、金は経済効果だけで使っていくんだという、それだけではないですよ、生活と言うのは。

そこをやっぱりきちっと捉えながらまちづくりをしていかなければならないと、私は思ってい

るところでありますし、どれだけお金を使うんだと言われても、ソフト事業です。そんなびっ

くりするようなお金が、ここに毎年億単位で入っているわけではありません。この花緑事業と

して展開してきたのは、花と緑と交流です。交流のお金がほとんどなんです。現実的には。花

緑にお金がかかっていないとは言いませんが、その花だとか苗だとかも地元で購入したりして、

それが一定の循環として回ってきているという、そういう見方もある一面、していただければ

なと思っております。いろんなご意見がありますから、その中でどういうような方向に収れん

をさせていくか、これは非常に難しいわけでありますが、その目指すところは第５次総合計画

「人と自然がともに輝き躍動するまち」、ここへどういうふうに、この町を創りあげるために

皆さんと協力しながらやっていくかということでないかと思うんです。いろんな考え方があり

ますが、それに向かった考え方をきちっとみんなで仕上げていかなければならないと、私は思

っているところであります。 

 私の気持ちとして、あくまでも今までそうやって取り組んできた、花と緑を中心に取り組ん

できた住民参加と協働・共創のまちづくりを大事にしながら、さらにステップアップを図って

いきたいというのが、私の切なる気持ちであります。そのためには、いろんな事業を展開させ

ていただきたいと思っているところでありますが、それは町の財政でありますから、その財政
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状況を判断しながら、一つ一つ事業の選別をやりながら、まちづくりに向けた事業として取り

組んでいければという思いでおります。 

 

○議長 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 私は別に予算をゼロにしろとは言っていませんから。基本的には今までかけてきた庭園のま

ちづくりというのは、花緑の延長だとすれば、花緑をもう一度見つめ直してみて、どういう経

費のかけ方があるんだと。そして、これから新しくする時にどういう形の方法が良いんだと。

こういう部分をきちっと整備して、個人のオープンガーデンやなんかは自力でやっているわけ

でしょ。だけどそういう人方が、年齢などいろんな形の中で小さくせざるを得ない場面も出て

きている。限りない財産を莫大に使うわけではないですよと言いながら、もうちょっとここで

見直しと言いますか、やるにしても、もう一度そのバランスを考えた環境があっても良いので

はないだろうか。それでなくても、これからの事業、４,５００人になったこの町の展開。否定

的な話ではないですけども、現実を見た時に本当にどういう形でしていくかという、パイプラ

インやそういうことに関しても、あるいは施設の運営にしても、していかなければならないわ

けですから。 

 私は、特に畠山議員も言いましたけども、ふるさとの森づくり事業における、今回の設計並

びにその部分における四阿等について、これは猶予します。 

 ともかく、是非とも記念式典を含めてやる、いろんな事業の展開について、本当にソフトが

町長が言う部分で、本当に着実に町民の皆さんに理解されて、そして良かったなと振り返るこ

とのできる環境のスタートにしてください。是非その思いの中で、これやりました、あれやり

ましたではないんですよ。トータルとして１年間やる全ての事業に関して、本当に各課を挙げ

て、いろんなアイディアを１本にして、トータルとしての事業展開をしていくんだと。 

 時間がありませんので、最後に町長の意欲を聞いて、それと建設的なご意見を伺って、終了

したいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今年は大きな節目の年を迎えるわけであります。このまちづくり、本当にすばらしいまちづ

くりを先輩の皆さん、先人の皆さんがしていただいたおかげで、施設も整備をされてまいりま

した。また、財政的にも決して他の町と比較しても遜色のない、それ以上の財政力を持ちなが

ら、まちづくりを推進させていただいているというところでございます。先ほどもありました

が、いろんな大型事業については、ほぼ順調に推移をさせていただきながら、いよいよハード

からソフトの時代に入ってくるわけでありますから、そういうような部分を捉えながら、決し

て私は何でもかんでも上意下達というようなことではないと思っております。それぞれの町民

の皆さんが、自分たちの町を自分たちがどう愛していくかということでありまして、花緑の事
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業についても、個々のそれぞれの取り組みというのは、自分の生活のリズムに合わせた、身の

丈に合ったやり方を取ってくれれば良いと。決して行政から押しつけて、ここをどうしろ、こ

うしろという考え方ではありませんので、そういう中で方向性は、ほぼ同じような方向性にな

るんだろうと思っているところでありまして、町民の皆さんがそれが終わった時には「あぁ、

本当にこうやって進めてきて良かったな」と思っていただける、そんなまちづくりを共に目指

していきたいと考えているところでもございます。 

 また、ふるさとの森についても、長年に渡って整備をさせていただいて、ほぼ、花の時期に

なってきているわけでありますから、是非一度、そばに行って、私は毎年何回も行っているん

ですが、行って見てやっぱりあった方が良いなぁという実感を、多分受けていただけるのでは

ないかと思っておりますので、まだ少し雪がありますから、今の段階ではわかりませんが、そ

ういう今の状況等も踏まえながら、今後の計画の中に、何とか展開させていただきたいと考え

ております。 

 以上、申し上げて答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤議員、よろしいですか。 

 議員各位にご協議申し上げますが、総括質疑、まだおられる方もいると思いますので、昼食

の時間になりましたが、継続してやりたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 それでは、継続するということで、決定しました。 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 時間ですので、私もちょっとだけ総括をさせていただきたいと思います。 

 少子高齢化、人口の減少、全国的にどこの町村もこういう状況が進んでいる中、清里町にお

いても、人口減に歯止めをかけるといったことに苦戦をしているのが、現状かと思うわけでご

ざいます。そういった中で、移住定住事業、また、それに対してのいろんな補助、助成制度も

行っておられるわけであります。そういった中で何点か、私なりに今回気がついた点を、お聞

きしたいと思います。 

 第５次総合計画も策定された中で、総合計画の人口は、１０年後も人口がさほど減っていな

いわけです。私も何かの時に聞いたのですが、「それは計画だから」と、計画の時点でがっち

り減らすというのもどうかということで、その辺は私もわからないところなのですが、現実と

して今、町長がやろうとしている再生可能エネルギーだとか、観光を通じた交流人口の増を図

るとか、定住移住、福祉とお聞きをしたいわけであります。 

 まず、再生可能エネルギーは、昨年予算をもって計画をしたと。先ほど加藤議員、畠山議員

の答弁の中にもあったわけでありますが、今後、策定が終わり、これから計画だということで

ありますが、私は町長の考え方、将来に向けての考え方。これが個人に対しての太陽光発電の

補助事業も実施しているわけでありまして、将来的に、国のＣＯ₂削減対策事業の部分といった

こともありますが、我が町の基本的な考え方として、やはり自給率を５年後、１０年後には３
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０％にするとか、または別な考えで、ＣＯ₂削減に向けた事業を町でもやろうとしている、その

事業についても、地球上のＣＯ₂削減がまず第一だとは思いますが、その中で町がやった場合に

は、それで得た利益はどういうふうに還元するんだと。災害時の蓄電といった方法もあるでし

ょうし、町の公共施設に充てるといったことで、私は理解しているわけでありますが、その点

について、将来的にどういうビジョンと言いますか、町長の基本的な考え。ただ突発的にやる

という事業ではないと思うので。その辺について、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 再生可能エネルギーの関係でありますが、間もなく報告に基づく計画を立てていきたいとい

うことでございまして、基本的にはこの地域にある資源をいかに活用するかと。国の判断から

いけば、今お話いただきましたように、京都議定書からの、化石燃料を減らして、二酸化炭素

をいかに減らすかというところから、世界的にこの問題が派生をしたわけであります。また、

国内的には先ほども言いました、原子力発電所の問題、それと今ほとんどの原子力発電所が止

まっておりますから、エネルギーをどう確保していくか、大きな課題が出てきているのかなと

いうことで。そして、それを強力に進めていくというような中で、国においてもエネルギーの

固定買取制度というのが、平成２４年からスタートしたわけでありまして、エネルギーに関す

る考え方というのは、大きくここ１、２年で変わっているのではないかと思っております。そ

うした中で、清里町もそうしたいろんな資源がありますから、いかに有効に活用することがで

きるかということが、今回の調査の第一だったわけでありまして、それの活用を含めて、どう

事業の展開に結びつけていくことができるのかということでないかと思っております。今お話

がありましたように、しからば、清里町の自給の電力ですね、単純に言えば、自給の目標値を

設定するのかどうか。これが最終的にはこれが必要となってくるのかもしれませんが、今の段

階でそこまでということではなくて、できる限り地域にある資源を、いかに有効に効率的に、

そして経済的にも間に合うスタンスで持っていけるかどうかという形から、入っていかざるを

得ないのかなと思っているところであります。 

 また、そういうことによって、でき上がってきたエネルギーを、結果的には過剰なエネルギ

ーは売ることになりますから、そうした売った時に出てくる収支が当然あるわけでありまして、

それらの収支の使い道等についても、基本的には一般財源で収入は入ってきますから、入って

きた部分を全体として振り向けていくと。一般財源として振り向けていくというのは当然のこ

とでありますが、基本的には私は福祉の向上だとか、これからの時代を担う子育て・教育関係

というものに、この事業のおかげでそこへいけるんだというものが見えてくるのが、本当は良

いのではないかと思っております。特に清里の場合は、清里高校を何とかしなければなりませ

ん。その存続に向けて、可能な限り努力をしていかなければならないと思っておりますので、

それがこういう部分とすぐに直結できるか、間に合うかという、いろんな問題がありますが、

いずれにしても将来の子供たちのために、このお金が使えるようになっていければと思ってい

るところでもございます。 

 実質的に今の固定買取制度も、これはずっと固定とはなっていませんから、毎年少しずつ下



259 

がっていく可能性もあります。ただ今回、太陽光については４円下がるということであります

が、下がる原因というのは、基本的には施設投資に係るお金が下がってきていると。下がって

きているから、その分下げますということですから、電力の買取に対する基本的な考え方は変

わっていかないだろうと思っておりますし、今までいろんな企業が投資・投下をしてきており

ますから、それを手の平を返すようなやり方ということは決してないだろうと、理解いたして

いるところであります。 

 これからも、その調査の結果を踏まえながら、慎重に事業の内容を詰めていきたいと考えて

いるところであります。 

 

○議長 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今、ご答弁いただいたわけでありますが、自給率を何％にするだとか、そういったことでは

ないと。それはいろんな考え方があって、今町長が述べられたように、未来に向かって学校、

子供たちのために努力したいといった考えには、私も賛同するわけであります。そういった中

で、住民に対しての太陽光発電の補助事業については、今年度も予算が審査されたわけであり

ますけども、今後これからの話で、状況を見て判断という答弁になろうかと思うわけでありま

すけども、これをもう少し、助成枠を増やすとか減らすとか、もう少し力を入れて進めていく

んだとか、それから今の現状維持で推移を見ていくんだとか、その辺どういった考えなのか、

お聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的には３年前からの事業という形の中で、支援をさせていただいているところでござい

ます。今年も昨年と同額ということで、予算配置をさせていただいておりまして、今回計上さ

せていただいたところであります。太陽光については、徐々に普及されてきて、清里において

も４０数戸の皆さんがやってこられておりますし、その前にも自力でやられた方もおりますか

ら、全体としてはまだまだはるかに多いんだろうと思っております。 

 ただ、これからの進め方という中においては当然、行政としては今、再生可能エネルギーの

賦存量調査に基づく、これからの計画を進めていきますし、そういうまちづくりを含めてやっ

ていきたいと思っていますが、やっぱり民間の方々をどうやってその中に組み込んで、一緒に

なってやっていけるかという思いがあります。その場合においては、どうしても民間の方々と

いうことになれば、そこで水力発電をするだとか、地中熱を使うだとか。単純な地中熱をヒー

トポンプはできるかと思いますが、温泉熱とかということにはなりませんので、最も取り組み

やすいという形になれば太陽熱、太陽光の形ではないかと思っております。今年の事業は事業

としての予算を計上させていただいておりますが、そういう状況を見ながら、もし一定の増額

が必要という実情が出てくれば、そういうような部分について、十分に検討させていただきた
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いと思っております。今回は昨年の実績を基に、昨年は１５件の予算を計上しましたが、結果

的には１４件であったというようなこともあって、当初予算では同額を計上させていただいて

ということでありますが、今申し上げましたように、状況を判断させていただき、必要性が生

じた段階においては、また補正措置等についても十分に検討させていただくということで、進

めていきたいと思っております。 

 

○議長 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 それでは、次に移りたいと思います。 

 交流人口ということで今回、今年の４月から札弦の道の駅パパスランドが、いよいよ再スタ

ートと言うか、再オープンと言うか、出発をするわけであります。先ほども質問の答弁の中に

もあったように、清里の入り口のコスモスロード、住民の皆さんに大変ご苦労をかけて、きれ

いな道路に整備されてきたわけであります。そういった中で、コスモスロード、街中にプラン

ターも飾り、きれいな町になりました。そしてレストハウス、そして今年やろうとしている野

川道路の中間に駐車帯を設けて、景観スポット、休憩スポットと。そしていよいよパパスの道

の駅と。そういった中で私も良い考えだと思っているんですけども、今回の定例会中、レスト

ハウスに昼に食事に行ったわけであります。清里の焼酎工場のバックに斜里岳、またレストハ

ウスと、非常に清里の中でも良い場所、良い景観だと思います。レストハウスの経営者の考え

が第一かと思いますが、中に入ってびっくりしたのは、売店がほとんど無くなった。これから

観光シーズンを迎えて、パパスもいよいよ再オープンしようとしている中で、レストハウスが

ああいう状況で、どうなのかなと。最近強く感じてきたわけであります。そこら辺のコスモス

ロードからレストハウス、道の駅と、その流れ。 やはり人の利用が大きな問題だと思うんで

す。そういった中で、レストハウスについては今後どういう考えを持っておられるのか。町長

の考えをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 レストハウスの運営の関係でございますが、ご案内のようにレストハウスにつきましては、

焼酎工場をあの位置に建てて、併せて多くの人の交流、そして利用してもらおうというような

ことで、あそこにレストハウスを併設したという経過があります。それも、その時に多くの町

民の、当時も商工関係の方々だと思いますが、その人方がこぞって出資をしながら運営をして

いくと。まちづくりの一環としてそういう運営をしていくという目的もあって、あそこに建て

たと聞いておるところであります。 

 そういう中で、今日まで会社が一生懸命になって盛り上げ、レストハウスを盛り上げながら

きていたわけでありますが、いかんせん、先ほどもありましたが少子高齢化にもなっておりま

す。人口も減っております。そういうようなこともありまして、地元での消費がやっぱり少し
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ずつ落ちてきているということも事実かなと思いますから、そういう面で少しずつ経営的に厳

しさを増してきている。そしてさらに、観光で大型バスがどんどん入っていたのですが、それ

も見るからに頻度が減ってきているというのもありますし、また、最近は結婚される方も人口

も減っていますから減ったと思いますし、結婚式を挙げないという方々も、披露宴をしないと

いう方々も多くおられるようでありまして、そういう意味において少しずつ減ってきている。

それが、経営を厳しく圧迫をしているという実情にあると理解しております。数年前までは町

と契約をさせていただいた使用料について、きちっと納めるだけの経営をされていたようであ

りますが、ここ数年前から徐々に厳しくなって、減免措置等も講じながらきているという状況

にもありまして、これはこのままでは本当に厳しい状況になるのではないかと思っております。 

 今回は札弦に道の駅パパスを造りましたが、清里の道の駅に代わるものはレストハウスなん

です。やっぱりメインの場所だと私は思っておりますから、何とかあそこに新しい力が、また

入ってこなければと思っているところでありまして、そういう一連の流れを作るためにも、コ

スモスロードだとか、庭園のまちづくりだとか、そういう中での交流人口。当然、来てもらっ

て、そのまま帰ってもらうのでは困りますから、そういう施設があることによって、そこにま

た立ち寄ってもらって、消費をしていってもらうと。そういう場面としてレストハウスやパパ

スランドは活用されていかなければならないと思っておりますし、それが大きく進むことによ

って雇用の場としても、または産業の場としても活用がされていくわけですから、そういうふ

うにしていかなければならないと思っております。ただ、今の状況の中ではいかんせん、厳し

い状況にあると理解はしているところでありまして、次の対策としてやっぱりあの周辺は、再

開発をどうしていくかという部分も、将来に渡る大きな課題になってくると理解をしていると

ころであります。前の土地もありますし、後ろの土地もあります。焼酎工場もありますから、

そういう部分としてどう再開発ができるのか。これは今すぐとはならないとは思っていますが、

いずれどこかの段階で、そのような時期が到来すると理解をいたしておりまして、そういう時

期の到来をしっかりと見極めながら、また議会とも十分に協議をさせていただきたいと思って

おります。 

 

○議長 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 パパスは４月からオープンで、レストハウスは建物も老朽化してきて、年数も経っているわ

けであります。せっかくある施設、町長の答弁にあったように、結婚式も少なくなって、運営

的にも大変厳しい状況になってきたのではないかと、私もそのように思うわけであります。そ

ういった中で、早急にはできないけれども徐々にということでありますけれども、やはりパパ

スもオープンできて、そこであまりのん気に考えている話ではないと思うんです。その中でど

ういった対策が良いのか、そこら辺をやはり行政と施設の経営者とも十分に協議して、とりあ

えず良い方向に向けて努力していただきたいなと、強く要望したいところであります。 

 町長も１回、食事に行って、昔の売店のイメージと違ってビックるするので、行って来たら

良いと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 レストハウスには私は何回も行っておりまして、元の事務所との連携だとか、厨房との連携

だとかの上において、随分変わられたなと思っておりますし、すごく売店部分は縮小されて、

何かガランとしちゃったなと、ちょっと寂しさを感じていたのは事実であります。 

 先ほども申し上げました、来たるべき時期がそんなに遠からず来るんだろうと、私としても

認識をしているところであります。どういう手法が良いのか、これについても手をかけていく

ということになれば、それなりの投資が必要になってくると思っておりますから、その投資に

見合うだけの、きっちりとした計画を立てていかなければならないだろうと思っておりますの

で、その時期がそんなに遅くない内に来るものと理解をいたしておりますので、その段階にお

いては、慎重に議会とも相談をさせていただきながら、対応していきたいと考えているところ

であります。 

 

○議長 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 あの施設につきましては、本当に先ほども言ったように、結婚祝賀会が相当減ったと。年に

２、３組の状況。近隣の斜里町、小清水町においても結婚式場が無いということで、網走のホ

テルだとか。斜里の場合はウトロでやれるのかわかりませんけども。そういった部分について

も、清里には式ができる場所があるので、そこら辺についても大いにＰＲもして、少しでも経

営の役に立つようなことができればなと感じるところであります。 

 そういったことで、次に今回、勝又議員の一般質問だったと思いますが、先ほど加藤議員か

らもあったわけですが、ケアハウスについて、私も結構なことだと思うんですけども、ちょっ

と私は札弦の公住の関係、公住のストック計画もあまり把握していないわけで、ここで質問す

るのはおかしいのかもしれないですけども、札南住宅も相当古くなって、老朽化をして壊して、

札弦の中心部に集めたいと。そういった答弁かなと思いますが、私はここで、清里の将来像を

考えた時に、本当に札弦地域の人には申し訳ないわけですが、俗に言う限界集落と言いますか、

そういった状況の中で駅のある地区である札弦、緑は守っていきたいと。その気持ちも十分に

わかるわけであります。しかしながら、将来的に老人の一人暮らしに対応するケアハウスがで

きて、そっちに行く人がいればそれはそれで良いんですけども、将来的に町として、町集中型

と言ったらおかしいですけども、地域にももちろんコミュニティーの場として、集落センター

とかそういうもの、札弦センターもできていますし、緑センターもあります。コミュニティー

の場は必要だと思うんですが、これから札弦も商店の問題があって、外販車が回ってきて買う

か、タクシーか隣近所の人に乗って行って買い物するとか、そういうような状況が現状なわけ

です。そういった中で、将来的に一人暮らしの人たちを町に集めると言ったら、言い方がおか

しいですけども、やっぱり効率的なこと、いろんな部分で地域的なことを考えれば、札弦に公

住を町中に造るのも良いでしょうけども、効率的にも清里町に住んでいただくといった考えに
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ついて、町長はどう思っているのか、お願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ケアハウスの関係から公営住宅、そしてそういう施設の集中の話、効率的集中ということか

と思いますが、現存として札弦という集落と、緑という集落、今それぞれの人方がそこで生活

をしているという状況にあるわけでありまして、特に札弦地域には札鶴ベニヤ、札鶴林材、そ

して建設会社と、雇用の場としてもしっかりとしたものがございます。そういう中において、

今の市街の中にどのように形成させていくかという部分での形は良いかなと思いますが、それ

をどこか１カ所に、一極集中方式を取っていくとなれば、そこに今まで発展してきたいろんな

産業の部分からいってもどうなのか。そういう産業が衰退して無くなるということであれば別

でありますが、逆に一生懸命やっていただきたいというような形の中では、今までの規模が良

いかどうかは別な話ですが、一定の要件はきちっと町として整備をしていかなければならない

だろうというのが、私の考え方であります。確かに効率性だとかを考えていけば、一極的に集

約をしながらやっていった方が、ずっとそういう面では効率は上がると判断をいたしますが、

ただ、それだけでは仕組みができてこないだろうと思っておりますので、規模だとか量、内容

は十分に検討させていただきますが、一定のそういう姿はしっかりと取っていきたいと、考え

ているところであります。 

 また、ケアハウス等の関係がありましたが、札弦に建てるとか、緑に建てるとか、そういう

話ではありません。今の段階では。やっぱり入られる方は通常の方ですから。ケアハウスの場

合。自分で出かけて用事を足しに行き、買い物に行けるという範疇を考えていかなければなら

ないということもありますし、また、そこで働く人方もおりますので、そういう人方がやっぱ

り働くのに通いやすい場所とか、いろんなことがありますから、これらの設置場所とか、そう

いう部分については、具体的な事業計画を作成する段階で、その場所を含めて協議をさせてい

ただきたいと考えているところでもありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 札鶴ベニヤ、そして札鶴林材といった企業があるわけでして、そこで働く人達の住む場所を

確保する、それも行政の責任。それはそれで良いと思います。やはり独居老人、一人暮らし、

そういう人たちが入っている札南地区の公住の人達の移転を、町の中に徐々に、耐用年数の過

ぎた住宅は取り壊して町中に集中する。そういったことであれば、清里町に出てくる。江南地

区も学校も無くなり、新栄も無くなりました。学校問題もそうなんですが、将来的にその時代

によって頑張ってみて、どうしようもなかったら、自然の流れで仕方ないだろうと。そういう

考えもあるかもしれない。しかし、先は大体見えているわけであります。緑地区にしても江南

地区にしても、札弦、新栄にしても、これ以上家が増えたり、人口が増えたりは、よほどのこ
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とがない限りは無いわけで。そういった中で、今回公営住宅の話をしましたが、将来的にはや

はり集中型でやっていかなければならないのではと。先ほど江南、新栄の体育館はまだまだ使

えるわけでありまして、経費の問題で、どの職員が言ったかはわかりませんが、「江南を使わ

せてくれないか」と言ったら、「３０万出すんだったら使ってもいいぞ」と。そんなとんでも

ないことを言った人もいるみたいなので、私もムッときたんですけども。先ほども畠山議員が

言われたように、「お前たちが経費もみんな持って利用するんだったら良いですよ。地域で使

ってください」と。それはちょっと行政としてどうなのか。ちょっと話が変わって申し訳ない

けども。そういったことで、将来的にいろんな問題をひっくるめた中で、地域は地域で必要な

ものがあると思うんです。それと、もうこの時代になると、町集中型と言ったら極端ですけど

も、そこら辺をどう考えておられるのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 いろんな考え方があるのかなと思っておりますが、まず、札南団地や札進団地はかなり古く

なってきていることも事実でありまして、一部の場所によっては政策空き家で入居させていな

いという部分もあります。そしてまた、入居されている方々もご高齢の方もおられるというよ

うなことでありますから、非常に難しいのは、一つのまちづくりの中での住宅というのはイン

フラでありますから、それをある程度町としては、そこに住民がいて希望がある、要望がある

段階においては、やっぱり対応していかなければならないだろうと思っております。人によっ

ては、清里から通った方が良いんだということで通っている方もいます。それはそれで、こち

らで希望申し込みをされて入居。これは自主的な気持ちで入居されますので良いですが、どう

してもご高齢の方になりますと、そこで生まれ、そこで育ちという方がいらっしゃいますから、

こっちに来るのは嫌だとか、いろいろありますので、行政が一方的にこうだということでやる

のは、なかなか難しいのかなと思っております。 

 そして、先ほども言いましたように、特に札弦地区については、まだまだそれなりの雇用が

ある、産業がある場所でありますので、現状はしばらくの間、頑張ってみなくてはならないと

思っているところでありまして、そのためにも生活の基盤である住居、インフラは一定の量を

しっかりと確保していく必要があると思っているところであります。そして、老朽化している

部分については、やっぱり今の場所では、特にウエンベツ周辺は、今となれば市街地が縮小し

てきて、端の方になって非常に住みにくい場所になってきておりますから、少しでも住みやす

い場所に構えていくという必要があるんだろうと思っているところでありますので、２６年以

降、計画的に事業展開をさせていただきたいと考えているところであります。 

 また、先ほどちょっと出ました、学校跡地の利用の関係でありますが、直接何十万出せとい

う話ではないとは思いますが、ただ、先ほども申し上げましたように、かかる部分の経費の負

担がありますよというお話は、させていただいたんだろうと思っているところでありまして、

一方的にいくら出せば良いんだという、そういう金だけの話ではないと思っているところであ

りまして、これからもそういうことのないように、しっかりと職員にも気持ちを伝えていきた

いと思っております。 
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○議長 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 前町長もそうだったわけでありますが、住民の考えを十分に尊重して物事を進めていくと。

本当に言葉では大変きれいでありますけれども、最終的には町が住民に「お前たちが言ったか

ら、お前たちが最後には責任取れよ」ということにはならないと思うんです。やはり最終的に

は町だと思うんです。そこら辺で計画もしっかりと取り組んでいっていただきたいと、要望し

たいと思います。 

 今、学校の問題が出たわけでありますが、「電気代が年間３０万かかるから、それを負担す

るなら利用しても良いですよ」ということだっただろうと思うんです。それはそれで良いです。 

 あと、学校の問題では、私も９月の一般質問で、できることからやったら良いのではないか

と。特に私が気になっているのは、建物は壊したらまた建てるのは大変だから、それは良く考

えて、いよいよ利用が無くなった時に壊すということで良いわけですけども、プールについて。

町長も危険な施設については手当をしていくということだったわけでありますが、プールもそ

んなに危険なわけではないですけども、子供がちょろちょろして落ちたら、怪我はすると思う

んですけども、年数が経てば経つほど、江南も大分錆びてきました。江南の真ん中で、景観的

にも良くない。やはり町民に払い下げるなり何なり、今後もう多分９９％利用が無いと思いま

すので、とりあえず一つずつ手をかけていくということが必要かなと考えるわけであります。 

 それと、ケアハウスの問題も同時に、高齢者対策として、これから１０年、２０年後には定

年が７０歳という話も出ている中で、私たち議員も研修で、四国の上勝町に視察に行かせてい

ただきまして、非常に元気なお年寄りの話を聞いてきたわけであります。そういう中で、清里

もシルバーセンターやことぶき大学の生涯教育など、町もいろんな事業に取り組んでいるわけ

でありますけども、最近では白老町で高齢者が食堂をやって平均年齢７１歳だとか。そういっ

た事業が何かできればなと。なかなか難しいとは思いますが、いろんな方面からいろんな情報

を聞いて、何かできれば。年をとってもパークゴルフとことぶき大学だけに行っているのでは

なくて、なかなか難しいとは思うんですけども、そういうグループだとか、そういう人達がで

きれば、やっぱり行政として大いに力を貸し、知恵を貸して、そういう取り組みも是非ともお

願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず１点目の、学校プールの関係でございます。確かにあのプールにおいても、しばらく年

数が経っておりまして、錆がかなりきていて、本当に外目から見たら随分錆びたなと、ちょっ

と環境的にも少し考えなければならないというような時期に来ていると。その通りかなと思っ

ております。そして多分、あのプール単体で活用するとなれば、建てるようなことになってし

まうのかなという感じもいたしております。どのような形で処理するのが良いのか、それこそ
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払い下げてしまう、どこか鉄骨屋さんに売るだとか、いろんな方法があるのかなと思っていま

すので、そこら辺をいろいろ検討させてもらって、最も効率的な部分を今年１年勉強させてい

ただければと思っております。 

 それから、お年寄りの生きがい対策としての各種事業の展開というようなことかと思います

が、私も白老町のご高齢の皆さん方が取り組んでいるのを、テレビを拝見させていただきまし

て、本当に一生懸命やって、生き生きとしてやられているなと。聞いてみたら、１日の報酬と

言うんですか、賃金は５００円だとか、この間まではただでしただとか、それでも生きがいと

いうのは違うんですね。だから本当にすばらしい事業をやっているなと思っておりますが、そ

ういうような立ち上がりが清里にも見えれば、本当にありがたいと思っております。多分あの

テレビを見る限りでは、強力なリーダーの方がいて、その方がぐんぐんと皆さんを引っ張って

行っている、そういうスタイルで出来上がったものかなと見ておりますが、いずれにしろ、あ

あいうような形の中で、自分たちも一緒になって社会で活躍をしていけるんだという、そうい

うものを目の当たりにされたなと、私も感激しながら実は拝見したところであります。清里町

においても、そういうような展開ができるように、町だけでなく、社会教育等も連携を取りな

がら、いろんな掘り起こしをしていければと思っております。そして、そのような時期が来れ

ば、いろんな面においても支援をしながら、新しい形でのまちづくりへの参画のあり方を含め

て、できていければと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 私もそういった年は目の前に来ているわけで。ことぶき大学、人の世話になって習っている。

それも生涯教育として大事なことなんですが、今町長が言われたように、人のために少しでも、

１日５００円でも３００円でも１００円でも、お金の問題ではなく、人のためになっているん

だという、そういう高齢者づくりと言いますか、そういったことで、なかなか難しいとは思う

わけでありますが、いろんな知恵を借りながら、みんなで取り組んで進んでいけたらなと。 

 いろんなことを申し上げたわけでありますが、今後のまちづくりは、やはり町長の折り返し

にかかっているわけでありますので、残り２年間をしっかりと、私どもも頑張りますので、一

つよろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほどもありましたように、多くのお年寄りが各方面でいろんな努力をされながら、まちづ

くりに主体的に関わっていっていただいているというようなことであります。清里町も高齢化

が進んでおりますから、高齢者であってもまちづくりの担い手であるというような意識の中で、

いろんな部分で参画をいただき、ご活躍いただき、そして我々にご指導いただければと思って

いるところでもございます。 
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 また、ちょうど折り返しでもあります。いよいよ後半戦に入るわけでありますが、矢継ぎ早

にできるものについては、積極的に今までも実施をさせていただきました。これから、それを

さらに育てながら、新しい芽を何とかして出していきたいというようなことで、頑張ってまい

る所存であります。 

 どうぞ、議会と行政は、車で言えば車輪の両輪であります。共にまちづくりのために頑張っ

ていきたいと考えておりますので、絶大なるご支援とご協力をここにお願い申し上げ、答弁と

させていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、議案第２８号 平成２５年度清里町一般会計予算から、議案第３４号 平成２５年

度清里町焼酎事業特別会計予算まで、各会計予算の総括質疑を終了させていただきます。 

 ここで、議事の都合上、昼食を含め、２時半まで休憩といたします。 

                             休憩  午後 ０時４５分 

                             再開  午後 ２時３０分 

 

●日程第３  議案第２８号 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を続けます。 

 日程第３ 議案第２８号 平成２５年度清里町一般会計予算を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第２８号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 以上のとおり、採決の結果、賛成は４名です。 

 したがって、地方自治法第１１６条第１項の規定によって、議長が本件に対して採決いたし

ます。 

 議案第２８号については、議長は可決と採決いたします。 

 したがって、議案第２８号 平成２５年度清里町一般会計予算は、原案のとおり可決されま

した。 

 

●日程第４  議案第２９号 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第４ 議案第２９号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計予算を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第２９号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２９号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計予算は、原案のとお

り可決されました。 

 

●日程第５  議案第３０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 議案第３０号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計予算を議題としま

す。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３０号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３０号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計予算は、原案の

とおり可決されました。 

 

●日程第６  議案第３１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 議案第３１号 平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 
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 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３１号 平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計予算は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第７  議案第３２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 議案第３２号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計予算を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３２号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計予算は、原案のとお

り可決されました。 

 

●日程第８  議案第３３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第３３号 平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計予算を議題としま

す。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３３号 平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計予算は、原案の

とおり可決されました。 
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●日程第９  議案第３４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第３４号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計予算を議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３４号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３４号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計予算は、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第１０～日程第１１  会議案第１号～第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 会議案第１号 清里町議会委員会条例の一部を改正する条例ならびに、日程第

１１ 会議案第２号 清里町議会会議規則の一部を改正する規則を一括議題とします。 

 ２件について、提案理由の説明を求めます。議会運営委員長 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 条例、規則の改正について、会議案第１号 清里町議会委員会条例の一部を改正する条例及

び会議案第２号 清里町議会会議規則の一部を改正する規則について、一括して提案理由を説

明いたします。 

 今回の改正は、いずれも地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、議会委員会条例及

び議会会議規則の改正を行うものであります。 

 委員会条例の改正につきましては、委員会に関する規定を簡略し、地方自治法で定めていた

委員選任方法、在任期間等についてを、地方議会の委員会条例に委任するものであります。 

 会議規則の改正につきましては、新旧対照表に記載のとおり、議会における公聴会の開催、

参考人の聴取をすることができる規定を追加するものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、２件について質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 
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 ２件については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、会議案第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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、会議案第１号 清里町議会委員会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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、会議案第２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、会議案第２号 清里町議会会議規則の一部を改正する規則は、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第１２  意見案第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 意見案第２号 平成２５年度地方財政対策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。総務文教常任委員長 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 ～意見書朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、本件について質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 
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 これから、意見案第２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第２号 平成２５年度地方財政対策に関する意見書は、原案のとおり可

決されました。 

 お諮りします。 

 ただ今、可決されました意見案第２号の提出先ならびに内容の字句等については、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、意見書の提出先ならびに内容の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１３  意見案第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 意見案第３号 安心できる介護制度実現を求める意見書についてを議題としま

す。 

 本件について、提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員長 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ～意見書朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、本件について質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 
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 したがって、意見案第３号 安心できる介護制度実現を求める意見書は、原案のとおり可決

されました。 

 お諮りします。 

 ただ今、可決されました意見案第３号の提出先ならびに内容の字句等については、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、意見書の提出先ならびに内容の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１４  道外所管事務調査報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 道外所管事務調査報告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。総務文教常任委員長 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 道外所管事務調査報告。議会閉会中の継続審査案件について、調査研究を行うために、総務

文教常任委員会、産業福祉常任委員会合同で、平成２４年１１月２６日～３０日までの５日間、

道外所管事務調査を行ったところであります。 

 調査内容につきましては、高知県梼原町における「自然エネルギー自給率１００％をめざす

まちづくりについて」、四万十町における「滞在型市民農園『クラインガルテン』の取り組み」、

「道の駅の先進的な取り組み」、徳島県上勝町の「葉っぱ産業における高齢者の取り組みにつ

いて」、さらには高知市における「ひろめ市場による中心市街地活性化対策について」、調査

研究を行ったところであります。 

 いずれの自治体においても、過疎化、高齢化の進行が著しい中で、地域振興対策、まちづく

り対策の先進地事例であります。詳細は報告書に記載されておりますので、参照ください。 

 今回の調査結果につきましては、これからの議会常任委員会活動における政策提言等に生か

していく所存であります。 

 以上で、報告を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、道外所管事務調査報告についてを終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長より、議案第３５号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第９号）が追加提出され
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ました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 議案第３５号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。 

 

●追加日程第１  議案第３５号 

 追加日程第１ 議案第３５号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第９号）を議題とし

ます。 

 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３５号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第９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２億５,０５０万円を追加

し、予算の総額を５２億９,２６７万８千円とするものでございます。 

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

 第２条の地方債の補正につきましては、２枚お開き願います。第２表の地方債補正、１追加

につきましては、深層曝気処理施設整備補助事業債、これは過疎債を予定しておりますが、限

度額及び利率等を記載のとおり追加をするものでございます。 

 それでは、今回の補正予算の概要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

ージをご覧いただきたいと思います。最初の、農林水産業費・清里町農協澱粉工場デカンター

排水液肥活用処理施設整備事業補助につきましては、平成２４年度国の緊急経済対策の交付金

を活用して、清里町農協が事業費３億３千万円をかけて実施する、澱粉工場デカンター排水の

液肥活用を目的に、深層曝気処理施設整備事業に対して２億４,７５０万円の補助を行うもので

あります。財源内訳につきましては、国庫交付金が１億６,５００万円、地方債が８,２５０万円

となります。次の、衛生費・清掃センター機器修繕事業につきましては、清掃センターの経年

劣化に伴います、受入れ設備のごみクレーンの補修を行うため、３００万円の補正を行うもの

であります。財源内訳の一般財源は地方交付税を財源充当いたします。 

 それでは続いて、補正予算の内容につきまして、補正予算に関する説明書の３ページでご説

明申し上げます。歳出の４款清掃費・１目清掃事業費・修繕料の補正につきましては、補正概

要でご説明申し上げましたので、説明は省略いたします。５款農林水産業費・８目農山漁村活

性化対策費につきましても、ただ今ご説明いたしました１９節負担金補助及び交付金に係る補

正となっております。 

 この補正は、平成２４年度の国の緊急経済対策による補正事業であり、財源の一部変更など

の可能性もありますので、３月末日をもって専決処分により事業費の繰越及び財源の確定処理

をさせていただくことを、ご理解いただきたいと存じます。 

 歳入につきましては、補正概要でご説明いたしましたので説明は省略いたします。 

 以上で、補正予算の提案理由の説明といたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから、本件について質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３５号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第９号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、本定例会の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２５年第２回清里町議会定例会を閉会いたします。 

 

                              閉会  午後 ２時５０分 

 


