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平成２５年第６回清里町議会定例会会議録（９月１８日） 

 

 平成２５年第６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   柏 木  繁 延 

    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   藤 代  弘 輝 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 

    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   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    柏 木  繁 延 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   小 貫  信 宏 

    主       査   鈴 木  由美子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

報告第 ３号  平成２４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

同意第 ２号  清里町教育委員会委員の任命について 

議案第４７号  清里町レストハウス設置条例の一部を改正する条例 

議案第４８号  北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

一般質問    ４名 ４件 

議案第４９号  平成２５年度清里町一般会計補正予算（第５号） 

議案第５０号  平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第５１号  平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第５２号  平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議案第５３号  平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第５４号  平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

認定第 １号  平成２４年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ２号  平成２４年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ３号  平成２４年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

認定第 ４号  平成２４年度清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 

認定第 ５号  平成２４年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第 ６号  平成２４年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

認定第 ７号  平成２４年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成２５年第６回清里町議会定例会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において４番 加藤健次君、５

番 畠山英樹君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、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） 

 議会運営委員長報告。本定例会は、決算認定が提出された議会であり、一般質問、決算審査、

その他一般議案などから判断して、本定例会の会期は本日より９月２０日までの３日間とする

ことが適当と思います。以上が議会運営委員会の結果であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日から９月２０日までの３日間としたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」）との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から９月２０日までの３日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。事務局長に報告させます。議会事務局長。 

  

○議会事務局長（小貫信宏君） 

 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・行事等の出席報告についてであります。（１）８月３０日、

美幌町町民会館において行われた陸上自衛隊美幌駐屯地司令着任歓迎会に村尾議長が出席され

ました。（２）その他の会議・行事等について。記載の行事に各議員が出席しております。 

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

議が開催されております。 

 ３点目、平成２４年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検、評価報告について。３ペ

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

書の提出がありましたので、ご報告いたします。 

 ４点目、例月現金出納検査の結果についてであります。平成２５年７月分、８月分について、

４ページ、５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年度第６回清里町議会定例会説明員等の報告についてでございます。６ペ

ージのとおりとなっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

 以上で、議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、町長の一般行政報告について申し上げます。 

 まず、大きな１の主要事業の報告についてであります。１、清里町１１５年・開町７０年記

念式典についてでありますが、９月１日プラネット'９７の多目的ホールにおきまして、町内の

自治会をはじめ行政委員、各関係機関団体、職域・職場の皆さん、そして東京、札幌、北見清

里会の会長及び役員の方々、総勢３１０名の皆さんのご臨席をいただき、開催がされておりま

す。式典は清里中学校吹奏楽部の皆さんによるオープニング演奏によりスタートし、物故者へ

の黙とう、清里高校生による清里町民憲章の唱和、主催者挨拶の後にまちづくり２団体に対す

る特別功労表彰と、高額ご寄附をいただきました５名の方への感謝状の贈呈をさせていただき、

議会議長からの祝辞、最後に清里青年団員による力強い誓いの言葉により式典を閉式し、フィ

ナーレは１０年ぶりに復活いたしました清里青年団の郷土芸能保存会による竜神太鼓が勇壮に

締めくくり、すべての式典行事が盛会のうちに終了いたしております。ここに改めて、清里町

発展の歴史と礎を築いていただきました先人・先輩の皆さんのご功績に深甚なる敬意を表する

とともに、そのご労苦に感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 

 次に、２点目の台風１８号に係る対応についてであります。９月１６日午後５時４分に網走

気象台より、台風１８号の接近に伴い、大雨洪水警報が発令され、災害の発生が予想されまし

たので、同日午後５時１０分に情報連絡室を立ち上げ、かつ、午後６時に管理職の招集のもと、

情報連絡会議をもって災害対策本部を設置し、災害情報の共有と所管する施設及び事務事業へ

の対応の後、全職員を自宅待機とし体制を整えたところであります。翌１７日には午前８時１
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５分現在における被害状況を、所管課よりそれぞれ報告を取りまとめております。また、午前

９時から災害対策本部会議を開催いたしまして、台風情報と所管課からの被害状況の報告及び

今後の対応について引き続き、情報連絡室との連携を継続することを確認し、同会議をもって、

災害対策本部を解散したところでございます。なお、被害状況でありますが、大きな目立った

被害はありませんが、一部で土石などの流出による被害が生じておりますので、早急に状況を

調査のうえ、所要の対応を進めてまいる所存でございます。 

 次に、大きな２の主要事業の執行状況でありますが、１の議決工事の進捗状況につきまして、

別紙資料の３ページをお開きください。まず、平成２４年度繰越工事の９月１５日現在の進捗

状況であります。公営住宅建設工事につきましては、記載の工期、工事内容にて実施されてお

り、進捗状況において基礎躯体が完了し、１階躯体を施工中でありまして、進捗割合は１８％

となっております。 

 次に、同じく９月１日現在における平成２５年度工事の進捗状況であります。まず、町民活

動施設改修工事につきましては、記載の工期、工事内容により事業を実施しているものであり

まして、進捗状況においては内部及び外部改修の施工中でありまして、割合では３６％となっ

ております。 

 次の、パパスランド外構整備工事につきましても、記載の工期、工事内容により事業を実施

しているものでございます。進捗状況におきましては移設工が完了いたしまして、記載の各施

設及び路盤工、柵工を施工中でございます。進捗割合は２０％となっております。 

 次の、戸籍事務電算化業務委託につきましても、記載の工期、業務内容により事業を実施し

ているものでございます。進捗状況におきましては戸籍データの作成中でありまして、割合で

は２％となってございます。 

 次に、清里町清掃センター長寿命化改修工事につきましても、記載の工期、工事内容により

実施をいたしております。進捗状況におきましては、機器類等を工場製作中でありまして、進

捗割合では１０％となっております。 

 次に、２点目の農作物生育状況についてであります。別紙資料の４ページをご覧ください。

本件につきましては、過日、農業改良普及センターより９月１５日現在における清里町の作況

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

います。それでは、作物ごとの生育状況について申し上げます。秋まき小麦及び春まき小麦に

つきましては、収穫が終わっておりますが、収穫の遅速では秋まき小麦は３日遅れとのことで

あります。また、春まき小麦につきましては、遅速自体はなかったとのことでございます。ば

れいしょ・コナフブキでありますが、上いも数では若干平年を上回っておりますが、上いも１

個重では若干平年を下回っている状況でございます。生育の遅速で５日遅れとなっておりまし

て、また、いもの個数は、先ほど申し上げましたが小玉傾向にあるとのことでございます。ラ

イマン価は高いとのことでもございます。農作業の遅速では７日遅れとなっておりまして、９

月７日からでん粉工場の操業が開始されております。収穫初期とのことでございます。てん菜・

パピリカにつきましては、根周が平年を若干下回っており、生育の遅速では５日遅れとのこと

であります。生育のほ場間格差が目立つとのことでありますが、今年は害虫及び褐斑病の被害

が少ない状況にあるとのことでございます。大豆・ユキホマレでありますが、着莢数が平年よ

りやや下回っておりまして、生育の遅速で１日早く、作柄は平年並みからやや良とのことでご

ざいます。小豆・サホロにつきましては、着莢数が平年より上回っておりまして、生育の遅速
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は５日早いとのことでございます。成熟５０％で、作柄はやや良とのことでございます。とう

もろこしのサイレージ用につきましては、稈長がほぼ平年並みでございまして、生育の遅速は

３日早く、糊熟８６％のことでございます。作柄につきましては平年並みとのことでございま

す。牧草・チモシーにつきましては、二番草の収穫が始まっており、作業の進捗割合では９６％

とのことでございます。二番草の収量は平年並みとのことでありますが、一番草の収量が平年

の２５％減になっており、飼料作物全体においても一番草の減収分をカバーできない状況とな

っているとのことでございます。 

 次に、大きな３の主な会議・行事等の報告でございます。２ページにお戻り願いたいと思い

ます。第３４回ふるさと産業まつりについてであります。８月３１日、９月１日の両日にわた

り、清里市街及びモトエカ広場にて開催されております。３１日はふるさと産業まつりの前夜

祭行事といたしましてじゃがいも踊りが行われ、町内外より４５０名を超える方々の参加をい

ただき、盛会に開催がされております。また、じゃがいも踊りの終了後には花火大会と交流ビ

アパーティーが開催され、多くの皆さんの参加をいただいたところでございます。今年は東京、

札幌清里会の役員の皆さんの参加もいただいたところであります。ふるさと産業まつり本番の

９月１日は雨が心配されましたが、何とか持ち堪え、ＨＢＣラジオの公開放送での歌謡ショー、

竜神太鼓、お楽しみに抽選会、その他予定されておりましたすべての催しを実施することがで

きました。また、各種特産品の販売コーナー、でんぷんだんご等の飲食コーナー、体験コーナ

ー、展示コーナー、そして子供広場など町内外より多くの出店をいただき、盛会に開催された

ところでございます。来場者は約８千人と推計をされてございます。次に、清里消防団防災訓

練でございます。９月８日、緑ヶ丘公園にて行われ、町内外より多くのご来賓の方々のご臨席

をいただく中、消防団員をはじめ、町民の皆さん約２００名の参加をいただき、水防と地震災

害を想定した訓練が実施されております。消防団員による水防活動訓練、地震災害活動訓練で

の救出救護・消火訓練、町民の皆さんによる煙体験、消火器による消火体験、応急手当講習、

さらには日赤奉仕団の皆さんによる非常食の炊き出し訓練など、各種の訓練が所定どおりに行

われたところでございます。 

 以上申し上げ、町長の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、町長一般行政報告は終わりました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、質疑を終わります。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

 大きな１、主な会議・行事等の報告であります。１点目、スポーツ合宿の受入れについて。

まず、北見柏陽高等学校男子バスケットボール部でありますが、１８名が８月１日～３日まで

の３日間、清里高校も参加して、トレーニングセンターを中心に合宿が行われました。新規で

あります。 

 次は、常連の東京大学陸上運動部でありますが、今年も８月６日～２０日までの１５日間、

２６名が参加して合宿が行われました。７日には後援会主催による歓迎会が行われ、１３日に

は陸上教室、１９日には中学生全員との交流会、また、盆踊りの参加など町民との交流にも積

極的に参加をいただきました。なお、後援会では今年も１０月に東京都立川市で開催される箱

根駅伝予選会の応援を計画しております。 

 次に、網走地区中学校女子バレーボール部。これも新規でありますが、清里中学校も参加し

てオホーツク管内により１２校１０３名が集まり、トレーニングセンターで合同の合宿が行わ

れております。 

 ２点目、清里町夏休み学習サポート教室について。清里町では平成２３年度より小中高校の

連携事業として、基礎学力の定着や学力向上を図るため、教員経験者や現役大学生のボランテ

ィアを講師に依頼し、夏・冬の年２回、学習サポート教室を開催しております。今回は８月７

日～９日まで３日間開催し、小中高校生合わせて１０３名が参加をいたしました。 

 ３点目、高齢者合同運動会について。９月６日、トレーニングセンターにおいて、ことぶき

大学から３６名、町内老人クラブ７団体から９４名、合わせて１３０名が参加して合同運動会

が開催され、親睦と交流が図られております。裏面２ページをご覧ください。 

 ４点目、モトエカ高校校長の来町について。清里高校と昨年、姉妹校提携を結びましたニュ

ージーランド・モトエカ高校のスコット・ヘインズ校長先生が９月１０日に来町されました。

現在、清里高校に留学されているモトエカ高校生２名との面談、町長、議長等との夕食会、そ

して、清里高校全校生徒による歓迎式が行われました。今回の来町により、両校そして両町の

絆が一層深まり、交流がより進展することが期待されております。 

 次に、大きな２、教育委員会の開催状況であります。第４回教育委員会は８月３０日に開催

され、案件は記載の内容であります。 

 以上申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。これで、教育長一般行政報告は終わりました。 

 

●日程第６  報告第３号 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第６ 報告第３号 平成２４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議

題とします。 

 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、報告第３号 平成２４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告

について、説明申し上げます。 

 本件につきましては、地方公共団体の財政健全化に関する法律第３条第１項の規定により、

監査委員の意見を付して議会に報告するものであります。なお、同法第３条第１項の規定の内

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

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

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

当該健全化判断比率を公表しなければならないとするものであります。なお、健全化判断比率

につきましては、４つの比率のうち一般会計等における実質赤字比率及び特別会計を含めた連

結実質赤字比率は共に黒字決算となっており、債務負担や一般会計以外の地方債償還負担見込

み及び退職手当支給予定額等を含めた負担率を示す将来負担比率については、健全財政を維持

しており、算定上、比率は生じておりません。また、標準財政規模に対する実質的な地方債の

負担割合を示す実質公債費比率は１２．１％で、国の示した早期健全化基準を大きく下回るも

のであります。 

 次のページをお開きください。本ページは監査委員からの意見書となっておりますが、さら

に議案書を１枚お開きください。監査委員の審査意見は記載のとおり、健全化判断比率及びそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成されていると認められるとの報

告であります。 

 なお、各健全化判断比率はすべて早期健全化基準を下回っているとしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、報告第３号 平成２４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わ

ります。 

 

●日程第７  同意第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 同意第２号 清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第２号 清里町教育委員会委員の任命について、提案理由のご

説明を申し上げます。 

 本件につきましては、現委員であります塩澤三奈子氏が９月３０日をもって任期満了となり

ますので、新たに福原千恵美氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定の定めるところにより、議会の同意を求めるものでございます。同法第４

条第１項の規定は、委員は市町村長の被選挙権を有し、人格が高潔で教育学術及び文化に関し

識見を有する方の中から議会の同意を得て任命するとする規定でございます。 

 経歴につきましては次のページに記載をいたしておりますので、ご覧いただきたいと存じま

す。 

 なお、任期につきましては平成２５年１０月１日～平成２９年９月３０日までの４年間でご

ざいます。 

 満場でのご同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただ

きます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 本件については、議会先例により討論を省略します。 

 これから、同意第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第２号 清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

 

●日程第８  議案第４７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第４７号 清里町レストハウス設置条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第４７号 清里町レストハウス設置条例の一部を改正する条例

について、提案理由の説明を申し上げます。 
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 本件につきましては、清里町レストハウスについて経年による施設及び設備等の状況に鑑み、

貸付料の改正を行うものであります。 

 改正内容につきましては、別冊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１ページをお開きください。条例第４条貸付料の改正前２３０万４千円を、改正後１２０

万円とするものであり、附則は条例の施行日を公布の日からと規定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４７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４７号 清里町レストハウス設置条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり可決されました。 

 

●日程第９  議案第４８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第４８号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についてを議題と

します。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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４８号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部変更につ

きまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件の規約の一部変更につきましては、平成２４年７月より施行されました外国人住民に係

る住民基本台帳法の一部改正に伴い、北海道後期高齢者医療広域連合に対し、構成市町村が負

担する共通経費の人口割に係る規定を改める必要が生じたため、地方自治法の定めにより関係

市町村と協議を行うために議会の議決を求めるものでございます。 
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 それでは、別冊審議資料の北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約新旧対

照表にてご説明申し上げますので、資料の２ページをお開きください。改正後の規約にてご説

明いたします。備考第２項中の「及び外国人登録原票」を削るものであり、附則につきまして

は施行期日及び改正後の規定の適用について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） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４８号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部変更については、原

案のとおり可決されました。 

 

●日程第１０  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 一般質問を行います。 

 発言を許します。池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 先に通告したとおり、地域振興対策及び庭園のまちづくり構想の進捗状況について、３項目

について一般質問をさせていただきます。 

 なお、本年度の予算審議を行った３月定例会においても、地域振興対策及び地域活性化対策

について、一般質問をしているところであり、その際の町長の答弁においては、本年度の取り

組みについて具体的な内容に触れ、答弁をいただいているところであり、現時点における答弁

いただいた事業の進捗状況、加えて、施策の方向性についても明確な答弁をいただくことをお

願いいたします。 

 まず、１点目の、人口減少に歯止めがかからず、地域経済が停滞する現況に対する基本認識、
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そして、これらに対応した地域振興対策の具体的な取り組みのあり方について、質問をさせて

いただきます。 

 ご存じのとおり、本年９月末の清里町の人口は４，４００人台となり、人口減少に歯止めが

かからない状況になっています。また、昨年秋には清里商店街の核となっていた地元スーパー

の閉店、さらには、今年夏には町が家主となっているレストハウス運営会社の解散による休業

など、極めて厳しい地域経済の実態が生じていると認識しているところです。 

 こうした現況を踏まえた時、３月定例会において行った地域経済や雇用の現況認識に対する

私の一般質問に対して町長は、さまざまな商工振興対策や観光振興などに力を入れて、交流人

口の確保に努めている中、新店舗出店支援事業、また、住宅リフォーム支援事業、商品券交付

事業などにより、地域の消費拡大と空き店舗の活用が地域活性化に結びつき、町の中のにぎわ

いが戻ってきつつあると評価していると答弁されています。加えて、町長は大型事業が行われ

たが、町内企業が工事を請け負っており、地元での雇用も多く、地域の産業に与える影響は相

当大きいものであり、全体として経済、雇用への波及効果は一定程度あったと答弁をいただい

ているところです。 

 ３月定例会の答弁内容を見る限り、地域振興対策に対して一定の評価を町長はされていると

ころですが、約半年を過ぎた清里町の地域経済の現況に対する認識、さらには、４年間の任期

も３年目の半ばを過ぎようとする中、この間の地域経済や雇用対策に対する櫛引町政の評価を

どのようにご自身で捉えているのか、まずお伺いいたします。 

 私の目から見ると、農業を除いた経済分野においては、未だ公共事業に頼らざるを得ない状

況が続くとともに、小売商業を中心とした対策についても、前町長時代の延長事業や焼き直し

事業に加え、町単独の補助金事業が主体で、中長期的な展望に立った民間活力の再生や、活用

につながる取り組みに大きく欠けているといった印象がぬぐえないものがあります。 

 町長自身は、民間を主体とした地域活性化方策について、近隣市町村の民間企業の誘致や雇

用、さらには、民間による大規模太陽光発電の取り組みなどが急速に進んでいる実態を横で見

ながら、どのように清里町の現況を捉え、認識されておられるのか、お伺いいたします。 

 また、未だ公共事業に頼らざるを得ない地域経済や雇用のあり方について、どのような認識

を持っておられるのか、併せてお伺いいたします。今後、どのように公共事業に頼らない、一

過性ではない永続的な雇用の場を作り出す目だしをしていくのか。特に、元請企業は地元であ

っても、下請、孫請で事業が行われているのが実態であり、資材購入もコスト面から見ると、

地元調達が非現実的なこと、さらに、現場で働く労働者が町内にはほとんどいなかったという

現実、こうした状況を考えると、２０年前の公共事業の地域経済への波及効果と、現在の地域

経済への波及効果は全く違うと考えるのが普通であり、地域雇用や経済の仕組みを転換しなけ

れば町自体が存続しないと考えますが、町長自身の公共事業に対する認識を重ねてお伺いする

ものであります。 

 続いて、２点目の、庭園のまちづくり構想の具体的な進捗状況及び交流人口の拡大と地域振

興に係る事業効果について、お伺いいたします。 

 庭園のまちづくり事業について町長は、３月の私の一般質問に対して、町民と今まで進めて

きた事業を体系づけて整理したものを庭園のまちづくりに置き換えているので、新たな計画を

作ったものではないと答弁されるとともに、町政執行方針においても、総合計画の理想の将来

像とした「人と自然がともに輝き躍動するまち」を実践するための具体的な景観環境づくりの
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推進計画だと述べられております。 

 しかし、２年半前の町長当選直後の議員協議会や常任委員会での、町長や担当課長の説明で

は、景観や環境づくりはもちろんのこと、福祉や教育など、総合計画の全分野を網羅・横断し、

イメージとして庭園のまちづくりとして集約したものであるとされていたものが、いつの段階

で景観環境づくりだけの推進計画に衣替えされたのか、経過も含めて答弁いただければと存じ

ます。 

 また、単なる景観環境づくりの推進計画であるとするならば、花と緑と交流のまちづくり事

業よりもさらに狭い分野の事業計画であり、４年任期の２年を費やした推進計画づくりや内部

プロジェクトの労力を考えると、言葉の一人歩きに議会も職員も、そして町民の皆さんも、振

り回されたとの感もあるわけですが、町長自身はどのようにこの件を捉えているのか、併せて

お伺いいたします。 

 また、３月の私の一般質問の中で答弁されていた、清里から札弦に向けた、今年度事業にお

けるフラワーロードの設置と、景観駐車帯の設置、さらには、町政執行方針で述べられており

ます、日本で最も美しい村連合への加入についての具体的な進捗状況がどのようになっている

のか、お伺いいたします。 

 加えて、事業の目的とされている、交流人口の増加という面で、具体的な数値として、昨年

及び一昨年の実績についてはどのようになっているのか。また、今年度の上半期における交流

人口の実績も含めて、ご教示願いたいと思います。 

 最後に３点目の、自然再生エネルギー活用に関する施策の方向性について、ご質問申し上げ

ます。 

 昨年、町長は、清里町における再生可能エネルギーの活用に対して、非常に強い意欲を見せ、

議員協議会において思いを語られるとともに、８月の臨時議会に補正予算を提案され、再生可

能エネルギー導入可能性調査を民間に委託し実施されたのは、記憶に新しいと思います。東日

本大震災における福島原発事故を契機としたエネルギー政策の見直しと同時に、平成２４年７

月からスタートした固定買取価格制度が、経済的な費用対効果の面から後押しされ、議会にお

いても、スピード感を持って取り組むべきと理解をしておりました。 

 特に町長においては、小水力発電に強い関心を示すとともに、議会の意向を受けながら、調

査においては太陽光発電の可能性を先行調査しながら進めてきたと認識しております。この間、

小水力については、北海道開発局にも要請、さらに、太陽光については、具体的に緑地区及び

江南地区を最適地とし、地元自治会の関係者との協議も行い、議会に対する緑地区で推進する

方向性について、売電収入や経費に関する試算を資料として提示するなど、極めて前向きな姿

勢でいたと理解をしております。また、広報きよさとにおいて、具体的な取り組みについて町

民の皆さんに周知を行うと同時に、自治会や町内各団体との対話懇談会においても、町長自身

の口で事業への意欲を語っていたと認識しております。 

 しかしながら、本年度の当初予算に関連予算が、当然計上されるものと考えておりましたが、

どうした理由か判然としませんが、予算計上は行われませんでした。その後の担当課の常任委

員会での説明等を聞いていると、大きく施策の方向を転換したのではないかと強く感じており

ました。 

 こうした中、先の８月１２日の常任委員会に、清里町自然再生エネルギー導入計画案が議案

として提案され、加えて、９月９日の常任委員会には、清里町再生可能エネルギー導入計画が
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提示されるとともに、今回の９月定例会には、この計画に基づく町内１４公共施設への太陽光

発電設置に要する実施設計経費が補正提案されております。 

 こうした昨年から一昨年にわたる町の取り組みや議会、さらには、町民への一連の説明を踏

まえ、以下の点について町長の考え、さらには、施策の方向性について確認をさせていただき

ます。まず、広報きよさと６月号と７月号に、昨年８月の補正予算により執行された調査結果

の報告が掲載されております。また、議会に対しても説明が行われましたが、具体的な調査報

告としては、小水力については採算性が厳しくなる可能性があると。太陽光については、採算

性及び可能性を検討していく必要があるとして、総論的にはさらなる普及啓発により、地域に

おける取り組みを推進していくこととします、とまとめていますが、今回の再生エネルギー活

用の可能性に関する調査とは一体何だったのか。昨年、臨時議会まで開いて、約６００万円の

補正を組んでまでやる必然性が果たして本当にあったのかと、私は疑問を持たざるを得ません。

採算性及び可能性を調査するために行った調査結果の報告が、採算性と可能性を調査していく

必要性があるという内容になっていますが、少なくても調査結果と呼べるような代物だったの

でしょうか。 

 調査のあり方や報告内容について、町長自身は十分な内容で議会や町民の皆さんに対する説

明責任を果たす内容となっていると認識されているのか、その見解をお伺いしたいと思います。 

 ２点目は、今回示された清里町再生可能エネルギー導入計画について、計画の内容及び策定

の手法について、お伺いいたします。 

 まず、計画の内容ですが、結論的に言えば、太陽光及び熱利用については導入に努める。民

間関係については促進する。その他のエネルギーについては検討するといった内容になってい

ます。事業経費は総体で２億５千万になるとともに、主たる目的と内容は防災拠点施設となる

公共施設への太陽光パネルの設置と蓄電システムの整備となっております。 

 しかし、蓄電システムについては、現況を踏まえての検討とされており、さらに、簡単に言

えば、従来も行ってきた公共施設への太陽光パネルの設置を行う計画としか、読みようのない

ものとなっております。今回、防災ということを前面に大きく出されておりますが、具体的に

はどのような災害を想定して、それぞれ施設が防災上、どのような機能を果たすのか。 

 さらに、防災を前提に、総額２億円を超えるような投資を行う前提となる、清里町防災計画

そのものの改定や見直しが行われた上での計画なのか、お伺いしたいと思います。 

 また、防災機能ということであれば、蓄電システムを同時導入しなければ意味がないと、私

は考えますが、併せて、その計画そのものの整合性がしっかりとれているのか、お伺いしたい

と思います。 

 さらに、今回の計画については、短期及び中長期的な事業も織り込んでおりますが、昨年度

行った導入可能性調査との整合性、さらには、計画策定そのものが内部的な検討に加え、総合

開発審議会等での審議、さらには、町民意見を反映した経過を経ているのか。経ていないとし

たら、あくまでも行政計画であり、住民参加条例で定めた計画の事前公表や、住民意見の反映

に関する手続きの必要はないと捉えているのか、町長の見解をお伺いいたします。 

 以上、３項目について、簡潔的に的確な答弁をいただくようお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の、池下議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、地域振興対策についての、１点目の人口減少に伴う地域振興対策についてでございま

す。 

 ご案内のように、国立社会保障人権問題研究所が公表いたしております、日本の将来人口の

推計によりますと、２０１０年に１億２,８００万人の人口が、この１０年後の２０２０年には

１億２,４００万人に減少すると推計をされております。ご指摘の人口減少、それから過疎化の

問題は、我が町に限らず、国内全体に関わる大きな課題となっているところでございます。 

 北海道におきましても、一部の自治体以外については、人口の減少傾向にありまして、清里

町におきましても先ほどありましたように、平成２０年４月に４,７６７人の人口が、２５年４

月には４,４５０人と、５年間で３００人以上が減少いたしました。年平均で約６０人の減少と

なっているところでございまして、今後においても、こうした人口の減は進んでいくのだろう

と推計がされているところであります。このように人口の減少、そして少子高齢化による影響、

さらには消費流通等の構造の変化、このようなものから、地域商工業は極めて厳しい環境下に

あると認識をいたしているところでございます。 

 私はこうした認識の下で、町に活力とにぎわいを取り戻すため、具体的な取り組みといたし

まして、商工会が行っております各種イベント、また、大売り出し等の振興事業をはじめ、少

子化対策としての乳幼児の医療費支援、また、子育て支援や各種の教育支援対策事業、さらに

は、町内定住者確保のための定住者の分譲住宅、また、移住定住支援対策等を行ってきている

ところでございます。 

 このように、商工業を中心とする活性化・地域振興対策として、さらには、店舗の出店等に

対する支援及び店舗改修に対する支援、さらには、一般住宅のリフォーム事業、プレミアム商

品券の発行事業、そして、町単独での事業で補助事業につきましては、町内での限定の商品券

による補助金交付事業など、各種の支援対策につきましても積極的に推進してきたところでご

ざいます。また、交流人口との拡大と、地域の活性化を最大の目的とした道の駅パパスさっつ

るにつきましても、地域拠点の活動拠点施設としてその整備を図っているところでありまして、

大幅に利用者を伸ばしている状況にもあり、順調に滑り出したなと理解をしているところでも

あります。 

 但し、委員のご指摘のように、一方ではレストハウスが閉店する、また、大型商店が閉店を

するというようなことで、本当に厳しい環境下ではございますが、移住定住人口対策とあわせ、

交流人口の拡大に向けた施設の積極的な展開と、現状に即した活性化対策を着実に実行しなが

ら、活力とにぎわいを取り戻すための施策を粘り強く実施してまいる所存でございます。 

 先ほどの民間活力の導入と、そしてまた企業誘致、これらの関係についても触れられており

ましたが、こうした活性化対策は一長一短にすぐ効果の出るという手法はなかなか現状的には

ないと思っております。幸いに小清水町には、山口油屋福太郎さんが企業誘致の形で進出をさ

れました。ここの社長さんとも話をしておりますように、私どもの焼酎事業についても、そう

した流通販売の中で何とか取り扱っていきたいというようなことで、今、これらについても鋭

意検討協議を両者の中で加えているところでもございます。そういうようなことからも、一歩

一歩、着実な歩みを進めていかなきゃならないだろうということで、できる限りの努力を傾注
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していきたいと考えている次第でもございます。 

 また、全体の活性化対策、地域振興対策等にいたしましても、先ほど申し上げたそれぞれの

支援対策事業等の他に、２年続けて年末での町内限定用の発注を行います、緊急経済対策事業

も実施をさせていただいたところでありまして、こうした効果は広く清里町内に影響を及ぼし

ているものと、私としては理解をしている次第でございます。 

 次に、２点目の庭園のまちづくり事業の進捗の状況等についてでございます。 

 庭園のまちづくりの構想につきましては、議員の方からもありましたように、今まで町が取

り組んできました各種の事業を網羅的にさらに発展させると。そして、清里町のイメージとし

て庭園のまちづくりだという清里のイメージの定着のため、それぞれの各分野が連携した中に

おいて事業を展開していくという計画としての構想でございます。 

 ご案内のように、昨年９月に第５次清里町総合計画に掲げられております、それぞれの施策

を有機的につなぐということと、総合計画の重点プロジェクトでありました、花と緑と交流の

まちづくりを含めた住民参加型の構想として、改めて提示をさせていただいたものであります。

構想の重点計画としては、ふるさとの森づくり、豊かな田園づくり、花と緑のまちづくり、そ

して地域づくり、活力づくり計画を含めた具体策を提示をさせていただきました。 

 具体的な進捗状況でありますが、既に１６号のさくらの山につきましては、整備のための測

量を調査に入っておりますし、また、神の子池周辺につきましても、環境影響調査を実施して

おります。今後、具体的な整備内容について協議を申し上げたいと考えてございます。また、

道道摩周湖斜里線の拡幅に伴う景観駐車帯につきましても、北海道の予算をもって実施をいた

だきたく、要請をしているところでございます。聞くところによりますと、本年度は予算の関

係での着工は難しいと聞いておりますが、具体的な用地としての取得に向けた作業は実施をい

ただいております。また、今後補正予算等も予定されておりますので、強く本年度の着工を要

請しているところでもございます。これらの着実な実施と、そしてまた、関連する分野、全体

のまちづくりの振興対策と併せて実施をしながら、ひいては交流人口の拡大や地域の振興発展

につながる、そういう施策として推進をしていく所存でございます。 

 また、これらの構想の実現をするためには、今以上に町民の皆さんと行政とのパートナーシ

ップが重要な要素となりますので、さまざまな場面におきましてご説明を申し上げ、ご理解を

賜る所存でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 それから次に、３点目の再生可能エネルギーの活用に向けた方向性についてでございます。 

 再生可能エネルギーの活用につきましては、既に住宅太陽光発電システム導入補助支援事業

を実施しているところでございまして、町民皆さんの関心は非常に大きなものがございます。

今年度につきましては、事業予算満額での実施状況等になっている状況にございます。そうし

た中で、清里町の再生可能エネルギー導入計画でございます。本件につきましては、一昨年に

可能性調査を実施させていただきました。その中では、太陽光発電、風力発電、そして水力発

電、またはバイオを使った発電と、いろんな分野において可能性の調査をいただいたものであ

ります。全体といたしましては、それぞれの可能性は出てまいりましたが、中でも風力につい

ては、風の調査の関係で若干厳しいと調査結果が出ているところでございます。全体といたし

ましては、こうした自然エネルギー、再生可能エネルギーを活用することにより、総合計画、

そして基本計画にあります、「自然と共生する安全安心な環境のまち」の実現に結びついていく

ものと確信をしているところでございます。今回のこれらの関係については、当面、太陽光発
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電を中心とする公共施設への導入について先行的に進めてまいりたいということで、実施設計

に向けた予算を提案させていただいているところでもございます。 

 小水力発電の関係につきましても、可能性は十分にあるとの調査結果をいただいております

ので、こうした太陽光発電の導入と併せながら、小水力発電の取り組みについても、今後鋭意

進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 まず、先行して進めております、１市４町での畑地かんがい水利組合の関係における緑ダム

の発電の関係でございますが、これらの関係は網走開発建設部で調査を入れておりまして、そ

の調査の結果によりますと、かなり可能性が高いということで、実質的な発電に対する成果は

大きく可能性がございますが、ただ、ここに至って、北電の送電網は非常に容量がないという

調査の結果が出てきております。北電からの報告によりますと、緑にまでの部分で、緑ダムで

乗せられる部分としては１８キロワットしか残りがないと伺っております。この１８キロワッ

トと言いますと、今、農家の方々で大きい方は１０キロぐらいの太陽光発電をやっております

から、極端に言えば、それらが２つ入る余裕がないと。こういう数値での報告を、実は網走開

発建設部の方に挙がってございます。私どもとしては、非常に不自然な数字だなと思っており

まして、さらにこの送電網の関係については、調査を入れていきたいと考えているところでご

ざいます。そういうような報告が挙がりましたから、早速、斜里の北電の方に、それであれば

清里町の太陽光も水力発電も、もう容量的にはないのですねという確信のお話をしますと、い

や、それはまた別の話だということでありますから、どれが本当の話かよくわからないという

実情もございます。 

 私どもといたしましては、可能性調査に基づいて１件１件、発電に向けた、再生可能エネル

ギーの導入に向けた対応を進めてまいりたいと考えておりますが、今、申し上げた内容で本当

にそういうことであれば、清里町でのソーラーの発電を含めた再生可能エネルギーの可能性は、

あと１８キロワットしかないという極端な話になってまいりますので、十分にここら辺につい

ても、検討を加えながら、より詳細な調査と合わせながら進めてまいりたいと思っております。 

 北電に確認した、太陽光のそれぞれの５０キロワット以下のものについては、そういうこと

ではないんだという、そこのところをしっかりと踏まえながら、さらに進めていきたいと考え

ているところでございます。 

 また、今回予定をいたしております１４の施設等については、公共施設を中心に導入をして

いきたいということでありまして、この公共施設の中には学校教育施設も含めながら、そして

また、防災拠点施設の避難所としての指定をされている、そうした公共施設等に合わせての実

施も考えているところでございまして、前期５年の中で１４施設、最も可能性の緊急度の高い

所から実施をしてまいりたいと考えているところであります。特に、学校等の施設については、

夏休み・冬休みの休み期間もございますので、効率的な電気の消費と合わせた経済効果も波及

すると考えているところでありますし、また併せて、子どもたちが環境に対する考え方を学ぶ、

そうした教育的な効果や、町民の皆さんのエコ意識の醸成にもつながっていくと考えている次

第でもございます。先ほども申し上げましたが、未来的には小水力発電にもしっかりと取り組

んでまいりたいと考えている次第でございます。 

 それから、先ほどございました蓄電施設の関係でありますが、これらについても、防災施設

と合わせながら蓄電能力も限られておりますので、費用対効果を含めどの程度の蓄電施設を導

入するか、合わせていければ良いかというようなことも、併せて設計の中で調査を加えてまい



18 

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、１回目の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） 

 時間がどんどんなくなってきますので、この先は一問一答で、今までよりも簡潔的に答えを

いただきたいと思います。 

 まず、１問目の再質問でございますが、一昨年と昨年度の町発注の公共事業の発注金額は総

体でいくらですか。それと、そのうち町内の占める割合は何割なのか。直近で、町内の建設業

に従事している人数は大体どのぐらいなのか。 

 担当課長がおりましたら調べていただきたいのですが、すぐに答えが出ないと思いますので、

違う質問に移らせていただきますが、町内に多額の工事発注があるにも関わらず、清里町の経

済が低迷しているし、新しい雇用も生まれていないのはどういう理由なのか。町長、答弁いた

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） 

 前段の町発注の事業費と町内での受注の割合、また、これらに対する所要の事業関係の割合

のご質問をいただきましたが、内容的に精査をしておりませんので、後ほどお知らせを申し上

げたいと思います。 

 それから、町のそれぞれの事業が直接、町内の経済に結びついていないのではないかと。ま

た、それで伴って、雇用の人数も決して増えていないのではないかというようなことでありま

すが、現実的には、町で発注したそれぞれの事業については、それなりの経済効果は浸透して

いると私は理解をしているところでございますし、また、雇用関係についても、直接的に出て

こないということもあるかと思いますが、現実は清里の中でいろんな作業がされているわけで

ありますから、そこに必ず作業員としての従事はされているわけでありまして、雇用を生み出

していないということには相成っていないだろうと思います。 

 特に施設関係、具体的に言いますと、パパスの関係においても、当初は従業員が元の施設で

あれば４、５人という形ですが、今はさらにそれの倍近い従業員が働いておりますから、そう

した面においても一つずつ。華々しく、何十人増えました、何百人増えましたと、そういう効

果は一朝一夕に表れるものではないと思っておりますが、それぞれの事業施設の管理運営を通

じながら、そうした雇用の対象施設としても、大いに利用されていると理解をしているところ

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） 

 私が今、質問しましたことは、必要性がある公共事業は当然たくさんありますよ。公共事業

だけに頼っているまちづくりでは新しい雇用が生まれない限り、人口減少に歯止めがかかって

いかないんじゃないかと。今後の清里町における雇用創出に向けた、町長の基本的な考え方を

再度お伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町がそれぞれ進めております、公共事業を中心とする地域経済の振興、これはそれなりの効

果が発現されていると、私は理解をしているところでありますから、必要な事業については、

継続的に着実に実施をしていきたいと考えております。 

 ただ、ご指摘のように、やっぱり民間活力の導入、これも極めて重要でありますし、多くの

人方が清里に関心を示していただいて、また、事業を興していただくという、そういうことに

対しても、支援対策を並行して進めてまいりたいと考えているところでありまして、そうした

小さな部分でありますが、我が町においても、定住対策・移住対策、そして交流人口の拡大に

向けたさまざまな支援事業も実施をさせていただいておりますので、これらについても、しっ

かりと着実に進めてまいる所存でございます。以上、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） 

 先ほど、前段の私の質問に対して、町長は人口減少のことで、移住定住の話もされておりま

したが、移住定住促進団地については、１４区画のうち１２区画が売れていたと喜んでおりま

すが、実は未だに移住者は１人もいない。また、移住者のための予備区画も設けていない。当

初の計画とは全く違う進み方であると私は認識しております。しかも、あそこの団地で、町内

の建設業者に発注された住宅は実際にあるのですか。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） 

 ただ今のご質問、新町に一昨年度に設置をした定住移住分譲団地の件でありますが、ご案内

のように、１４区画のうち１２区画が分譲されている実情にございます。また、昨年、それと

本年度において、今、建設中の建物が６棟ございます。そうした中で、町内の定住が中心であ

りますが、それなりの成果を得ているところでございます。 

 残念ながら、町外からはあそこへ土地を求め、住宅を求め移り住んで来られた方は、現在の

ところはございません。しかし、そうした中においても定住という形で、そのままであればよ
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そへ出るという場合もございますから、それが清里にとどまってもらって、住宅を建設されて

いるという実情の中にありますので、この定住移住対策の直接的な部分を含めて、清里町で子

育てをしたいとか、教育を清里に来てやりたいと、そういうようなよそから見てもうらやまし

がられるような、そんな政策と併せて今後も引き続き事業の展開を図っていきたいと考えてい

る所存でございます。 

 ただ、先ほどありましたように、町内の業者で云々という部分については、調査をいたして

おりませんので承知しておりませんが、予算の関係からいきますと、定住対策・移住対策の中

に、固定資産の評価の部分がございますので、それの申請が現在はあがってきていないという

ことからいきますと、町内での建設部分がないのかなと思っている次第でございます。以上で、

答弁を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 確かに、移住者を増やすのは大変でありますが、やはり、当初ありましたように、移住定住

ということでスタートしたのであれば、移住者のためのしっかりとした方向性もしっかりと見

つめてやっていただきたいと思いますが、この問題ばかりやってられませんので、次の質問に

移らせていただきます。 

 庭園のまちづくり構想に関してでございますが、私は１０年間やってきた花緑の事業よりも、

今の庭園のまちづくりというのは、事業の焼きつけにもなっていないような気がします。単な

るイメージだけで、絵に描いた餅と一緒で、住民の意欲が逆に低迷しているのが現実だと、私

はそう実感しておりますが、町長はいかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 庭園のまちづくり計画構想の状況でございますが、先ほど来、申し上げておりますように、

この構想については第５次総合計画、それから花と緑と交流のまちづくり、そしていろんな面

で町が取り組んできたいろんな施策を、包括的に清里のイメージとして庭園のまちづくり、庭

園のまちだという、そういう構想計画を打ち立てたものでありますから、それぞれの分野の事

業がそこに有機的に絡まって、１つの方向性が出てくるということで、ただ、重点的にこの中

でやる部分ということで、先ほど４項目ほどの重点事業を申し上げたわけでありまして、その

事業を今進めているところでありますが、従来からのそれぞれ取り組んできた事業についても、

関連事業とした中でそれを実施をしながら、全体として清里のイメージを作り上げていくとい

うな計画でございます。決して私どもといたしましては、花と緑と交流のこの部分だけを引き

合いにしてやっているわけではなくて、全体に広がっていく、まだまだ広がりのある事業とし

ての清里のイメージづくりと理解をいただければ幸いと思っている次第でございます。 

 町民の皆さんの、いずれにしてもご協力とご支援をいただきながら、ともにパートナーシッ
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プ事業として進めていく部分がかなりこの中にございますので、そういうような面においても、

より一層のご理解をいただきますように、私どもとしてもＰＲ宣伝活動に努めてまいりたいと

考えております。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、ずっと私はこの２年半見ておりますと、随分と庭園のまちづくりという言葉にこだわ

っているように感じるのですが、この言葉にあくまでも固執しないで、私は少なくとも花緑事

業というのは、いろいろと課題はありましたが、基本的には住民が主体であったと認識してお

りますが、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） 

 花緑の関係と庭園のまちづくりの関係でありますが、私は決して言葉にこだわっているわけ

ではないわけで、先ほども言いましたように、全体の町のイメージとして庭園のまちという、

そういうイメージをしっかりと定着をさせていきたいということで、そういう事業を相対的に

網羅をさせていきたいということでございます。 

 本当に今、ご指摘いただきましたように、我が町においては、花と緑と交流のまちづくり、

このプロジェクト事業、これは第４次総合計画の重点プロジェクトとしてスタートをしたわけ

でありまして、以来、１０数年にわたって事業を展開をさせていただき、よそから来る人が清

里へ来たら、「本当にきれいな町ですね」と言って、そして市街地を視察をしてもらったり、い

ろんな施設を利用してもらったりということで、多くの交流人口を呼び込んできていると理解

をしていますし、それに直接町民の皆さん方もガーデニング、また、オープンガーデン、そう

いう形の中で触れ合っていただき、ご協力をいただいてきているものでございまして、引き続

きそれを継続をしながら、さらに先ほど言ったように、我が町に来ると、「庭園の町のように、

きれいな町として整っていますね」と言っていただける、そういう事業も合わせてまちづくり

としての事業の中で推進をしていくという考え方でございますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 何か町長自身が庭園のまちづくりの発想によって、住民との一体感が何となく、なくなった

のではないかと。まるで、行政からの一方通行になっているんじゃないかという感がぬぐえな

いのですが、その辺はいかがですか。 
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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） 

 私としては、そのようには理解はしていないところでございます。従来の花緑でいろいろ培

ってきましたまちづくりの思いというのは、何ら変わっておりませんし、町民の皆さん方と一

体的に進めていくという思いも、何ら変わっておりません。 

 それぞれ各種の事業等についても、ともに事業を実施させていただいているところでありま

すから、決して町民の皆さんとこの庭園のまちづくり構想計画を策定した段階において、乖離

が生じたとは私は理解をしておりません。 

 ただ、議員ご指摘のような、そういう雰囲気が仮に少しでもあるということであれば、真摯

に受けとめながら、さらに一体感を増すような、そのような努力をしてまいりたいと思ってお

ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 あと１５分しかありませんので、最後の質問をさせていただきます。 

 昨年、具体的に方向を示していた緑地区の候補地を売電を目的とした太陽光発電事業を、町

が事業主体で行いたいという意向を強く示されておりましたが、立ち消えになった経過や理由

について、明確な説明がなされていないのですが、それについてお伺いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 昨年、太陽光発電ということで、町有地の未利用地において、太陽光発電を行っていきたい

というようなことで、全体の賦存量調査と合わせた中で、そういう発想を申し上げた経過がご

ざいます。その時点においては学校跡地や、また、緑地区のような土地が求められる場所とい

うようなことで、調査を入れさせていただき、緑地区または江南地区というような形で進めて

おりましたが、北電からの先ほども話がありましたように、送電網の関係で、１線が同じ緑地

区と江南地区をまたいだ線になっているというようなことで、どちらかを先に優先させてしま

うと、そちらの方では今後できなくなるというようなこともあったものですから、改めて、慎

重にそれよりも優先をさせていかなければならない。私どもとしてその時点では、ほとんどの

線はまだまだ余力があると思って、そのようなことでの説明をしたわけでありますが、結果と

しては、今申し上げたようなことで、送電能力が極めて限定されていたというようなこともあ

りまして、今般、これらの関係について整理をさせていただきながら、今後、北電が電柱の張

り替えとか、そういう時点が来るとまた話は変わっていくんだろうと思っているところであり
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ますが、今、現時点では、どちらかを優先してしまうと、どちらかができなくなるということ

もございますので、送電網に張りついている各施設、各発電可能用地、それらのものをトータ

ル的に整理をしてみなければならないというようなことでございます。 

 また、この用地、空き地を使っての発電というのは、こま切れでなくて、それなりの容量を

求めていくことになるわけですから、５０キロを超える計画となってまいりますので、そうな

った時には、５０キロを超えた場合には、先ほど言われております送電の制限がかなり厳しい

というようなこともありまして、今般、そういう措置を取らせていただいたということでござ

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今回の計画においては、民間における取り組みについては促進するとしておりますが、他の

市町村においては、民間を主体とした取り組みに対して、かなり積極的な支援対策を取った結

果、民間事業者における太陽光発電施設やバイオマス発電施設、地熱発電施設の設計や計画が

急速に進んでいるのが実態でありまして、清里町の計画を見る限り、行政主体の取り組みであ

り、民間ということを本気で視野に入れているのかどうか。その辺はいかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 民間の部分でありますが、それぞれの住宅関係については、町の方でも支援をさせていただ

きながら事業を進めているというところでございまして、この支援の内容については、斜里郡

の中でも清里町が決して劣っているということではないと思っておりますし、また、制度的に

はそういう内容になってございます。 

 ただ、今お話がありました民間のメガの関係になってきますと、これは相当慎重にいかなけ

ればならないだろうと思っておりますが、送電網の関係がどうしてもクリアできていかない。

清里の場合は。と言うことで、メガについてはかなり難しい実態かなと思っているところでご

ざいまして、直接メガとなれば、かなりの容量が必要となってまいりますから、普通の電線、

配線では厳しいものがあるかと思います。 

 今般、私もお聞きをしております、小清水町に予定をしているメガソーラーについては、高

圧線の真下でやると聞いておりますし、あそこは拠点が終末でありませんので、斜里や清里の

方に分配してくる、容量が大きい変電所でありますから、飲み込みがきくのかなと思っており

ますが、清里は残念ながら今のところ、ちょうど後ろの方の一番端末の方にあたるというよう

なことで、全体のそういう容量も限られているという中で、その事業の実施を図っていかなけ

ればならないということでもありますので、慎重にそこら辺は進めていきたい。 

 ただ、可能性として、民間の企業が清里でそういうものを実施していきたいと、送電網もク

リアできたという中で実施していきたいということになれば、またいろんな面で、議会とも相



24 

談をしながら、支援対応についても検討させていただけばと考えている次第でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今回の新たな計画においては、防災を前面に出しておりますが、防災拠点となる公共施設に

設置される太陽光の発電能力は、いずれも小さいものであり、費用対効果の面から見ると、検

証はしっかりと行った上での計画となっているのか。それと、防災と費用対効果から見れば、

発電機の設置や充実の方がはるかに現実的ではないかと私は思います。 

 それと、再生可能エネルギー導入計画書のここに書いてありますが、非常時のエネルギー源

としているんですよ。それであるならば、全て蓄電池の方は中期から１０年になっている。こ

ういう進み方であると、災害時、どういう災害を想定しているのかわかりませんが、災害時の

時に役立たないんじゃないかと。 

 やはり、蓄電システムを一緒に進めていって、初めて防災ということを述べるのであれば別

ですが、今の進み方ですと、単なる役場とか学校とかに太陽光を付けるとしか見えない。私は

そういうふうにしか見えないのですが、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） 

 太陽光発電等と、それぞれの施設への導入の関係でございますが、基本的に導入を先行して

いきたいと考えているのは、防災の拠点になる施設、または避難所の指定のある施設、そうい

うものを先にやっていきたいなと思っているところでございます。それは、全体を全てカバー

するというのは、いずれにしろ容量的にはできないと、我々も理解しておりますから、短時間、

次の救援体制が入るまでの情報連絡、それから、とりあえずそこに滞在できる、そういう形で

のそれぞれの施設の導入と考えている次第でもございます。 

 これが２４時間、４８時間、７２時間と、こういうふうにどんどんいきますと、蓄電池の容

量からいっても莫大な容量、とてもこの中での対応が難しいわけでありますから、当面、数時

間を耐え凌げる、それと情報の過疎にならないように、情報がきちっと取れる、それこそ電話

だとか通信網、インターネットを１回線通せるような対応しか現状としては難しいだろうと思

っておりますし、特に、太陽光発電の場合は日中は良いですが、それも天気の良い時の日中で

ありますから、必ずしも絶対そこでということになりますと、議員がおっしゃられるように、

発電機を別に設置した方がずっと理屈的には合ってくるわけでありますから、そこら辺を見な

がら、二酸化炭素を減らすための環境に優しいという部分も合わせて、費用対効果だけの話で

なく、先ほども言いましたように、全体のそういう環境に優しい、また、二酸化炭素を減らし

ていく、化石燃料の消費の削減、そういうものを含めた中での全体の再生可能エネルギーとし

ての導入であると、理解をしていただければと思ってございます。 

 また、蓄電池関係はそのとおりだと思います。蓄電能力の関係は今、どんどん進んでおりま
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すから、その能力が少しでも上がっていったものを導入していきたいと思っておりますが、い

たちごっこにならないように、どこかの時点で節目節目をつけながらやっていければなと思っ

ておりますし、また、本当に避難所としてと言いますか、高齢者施設で今もそこに滞在されて

いると。極端に言えば、老健施設なり清楽園の特養施設、こういう部分については、発電機の

導入についても併せて検討していきたいとは考えている次第でもございますので、ご理解を賜

りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今、町長が言っているようなことですと、冬に災害があった時、単なる避難所だけでは寒く

ていられないですよ、町民は。やはり、１個ずつでも良いから、同じ施設に太陽光と蓄電池と

いう進め方のほうが私はベストだと思っております。 

 それと、今日、私はこの総合計画の冊子を持って来ていますが、こういう事案の時に、しっ

かりとした開発審議会との協議がなされているのか。全くしないで、単なる行政主導なのか。

そこに町民との参加条例というのがありまして、これに私は基づいていないと感じているので

すが、その辺はいかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本件につきましては、当初の構想の段階と併せて、また、賦存量調査の実施の段階、そして

また、それが成果として挙がってきた時点において、総合開発審議会にもご報告を申し上げ、

方向性を協議させていただいたところでございます。具体的にどこの施設にどういう手法でと、

そういう具体的な部分ではありませんが、先ほど申し上げた全体の構想としてのお話をさせて

いただいております。 

 そういう中で、将来の清里町のエネルギーのあり方を含めて、総合計画にありますような形

の中の１つとして、事業として捉えているというところでございます。また、総合開発審議会

の中にはそれぞれの委員さんがいらっしゃいまして、１５名いらっしゃいますので、そういう

中において全体にご意見を伺っているという形での進め方を取らせていただいたところであり

ますから、別枠の住民を対象とする新たな委員会を設けて、その中での議論ということではな

く、代表でそれぞれ出てきていただいている総合開発審議会の中で、総体の方向性としての確

認を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） 

 時間がまいりましたので、最後の質問にしてください。 

 

○２番（池下昇君） 
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 時間がなくなりましたので、最後の質問とさせていただきます。 

 ここ１年間の自然再生可能エネルギーの問題に対する一連の町の動きを見ると、全く私は信

念がどこにあるのか見えてこない。議会に対する説明のぶれや説明不足、証拠づくりとしか思

えないような突然の計画の提案であり、町の政策事業であるにも関わらず、当初予算でなく、

補正での予算提案を重ねる姿勢など、さまざまな面で議会ばかりでなく職員も町民も振り回さ

れていると、私は感じておりますが、町長自身は残された任期が１年半となった現在、自然再

生可能エネルギーへの取り組みが清里町の地域振興にどのような役割を果たすと認識されてい

るのか、最後にお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 これらの取り組みにつきましては、先ほど来、申し上げているように、当初湧き上がるよう

に出てきたいろんな条件が、どんどん変わってきているというようなこともありますので、や

っぱり実施にあたっては慎重に進めていくということで、少し時間をかけながら進めてきたわ

けでありまして、今回、補正をするというのは実施設計の部分の補正でありまして、事業とし

ては２６年度から整備事業はスタートさせていきたいということですから、補正で今、この部

分をやらなければ、新年度の予算計上が間に合わないという中での補正でありますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

 また、この再生可能エネルギーの導入等につきましては、第５次総合計画の中でも、先ほど

から申し上げておりますように、明確にそういう取り組みについての謳い込みがされておりま

す。環境に優しい、そして二酸化炭素を減らしていくというような、地球に優しいイメージを

清里の町が率先して創り上げていくことによって、先ほど来、申し上げておりますような、清

里町のイメージとしての庭園のまちづくり、そういうものにもマッチした事業としての展開に

なっていくだろうと考えている次第でもございます。 

 以上、申し上げて答弁といたします。 

 

○２番（池下昇君） 

 終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、池下昇君の質問を終わります。 

 次に村島健次君。 

 

○７番（村島健二君） 

 事前に通告してあります、地域産業経済の振興について、まず、１点目でありますが、町単

独事業として各種支援振興事業を実施されているわけでありますが、今後も継続される考えは

あるかにつきまして、伺いたいと思います。 

 それでは、本題に入りますが、この制度そのものが、平成２１年度～平成２２年度に農商観
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工等異業種連携事業化支援・雇用創出事業を実施されてまいりました。また、平成２３年度～

平成２４年度には名称を変えまして、清里町店舗出店等支援交付金事業を時限立法で開始した

ことでありますが、この事業の町としての目的を、まず伺っておきたいと思います。 

 この事業支援を受けた企業者は、年度別に何社だったのか。さらに、この制度を今後継続さ

れる考えはあるのかについて、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） 

 ただ今の、村島議員のご質問にお答えをいたします。 

 地域産業経済の振興についての町単独事業としての各種振興支援対策事業、本件についても

実施をいたしているところでありますが、今後も継続的に実施をされるのかというご質問でご

ざいます。 

 本町の地域振興につきましては、人口の減少、車社会の急速な進展や消費者ニーズの変化、

さらには、大型店舗が並ぶ近隣の市や町への消費購買力が流出かつ通信販売やインターネット

販売等の拡大によりまして、極めて厳しい環境下に置かれている現状にございます。 

 こうした長期化する地域経済の低迷の影響によりまして、平成１９年頃から飲食、小売商店

を中心に閉店する店舗が相次ぎ、活気と魅力のある商店街を取り戻すことが喫緊の課題となっ

ております。そうしたことから、商店街の形成と市街地まちづくりに係る各種の事業を展開し

てきたところでもございます。 

 そうした中にありまして、町単独事業といたしまして、それぞれ議会でのご承認をいただく

中、店舗等の出店支援事業、それから住宅リフォーム事業、そして店舗の改修事業、これらの

ものを創設しながら、さらには空き店舗の活用や、町内住宅関連産業の振興、雇用対策と合わ

せた対策として、事業の成果が求められてきたものだと理解をしている次第でございます。こ

れらの緊急対策として、今それぞれ申し上げました事業につきましては、時限立法での事業実

施となってございまして、新店舗の出店事業やリフォーム事業については、平成２５年度末で

事業期間が満了するという制度でございます。 

 これらにつきまして、事業の効果、そして必要性を十分にこれからも見極めながら、必要が

あると判断した段階においては、所管の委員会とも十分に検討をさせていただきながら、引き

続き、事業の展開を図ってまいりたいと考えている次第でもございます。また、制度につきま

しては、当然、町のそれぞれの皆さんの財源を活用させていただきながら、こうした支援対策

を実施してきているわけでございますので、いろんな面において、その効果が広く町民の中に

波及をされるようになっていければと考えている次第でもございます。そうした中で、店舗出

店等の支援の関係につきましては、平成２３年度には３件、これは限度額が３００万、１件に

ついて最高限度額が３００万となっておりますので、３件の予算執行額については９００万、

それから、平成２４年度においても３件ということでございまして、これも限度額９００万と

いうことで、２カ年、それぞれ実施がされたところでございます。２５年度におきましては、

まだ進行形であるというようなことでございまして、今現在では、新規の申し込みが受付けに

なっていないというような状況になっているところでございます。 
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 議員からありましたように、この制度につきましては、新店舗の事業として新たに生まれ変

わったのが２３年でありますが、その前には農商工等異業種連携事業というような形で、雇用

創出を併せた事業として実施がされてきたものでございます。本事業の実施については、２１

年からということでございます。それについても、それぞれの年度においての事業の達成がさ

れているというようなところでございます。 

 以上、申し上げまして、地域振興事業についての説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今、町長から答弁がございましたが、この制度を受けた企業者の現在の結果はどのような状

況にあるのか、把握をされておられるのか、この点についても伺いたいと思いますし、また、

１戸あたりが３００万という金額ではありますが、少なくともこれは町民の貴重な税金の一部

であると私は考えますし、この支援を受けた方々が、やはり３年間この事業を続けていかなけ

ればならないという、縛られたようなと言うと語弊があるかもしれませんが、そういう感は否

めません。これについてはどのように考えておられるか、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） 

 それぞれ事業の展開をいただいているところでございまして、現在まで支援を受けられた事

業主体の皆さんにおかれましては、事業が引き続き継続をされているというような状況でござ

いまして、廃業等の関係については１件も今のところないということで、着実な成果が上がっ

てきていると理解をしているところでございます。 

 また、１件について３００万という限度額でありますが、その時点において３００万ぐらい

が、事業をスタートするにあたっては適正な金額かなというような中での判断で、実施をさせ

ていただいているわけでありますが、今後の見通しの中にあっては、全体の事業費とのバラン

スがありますから、慎重に対応しなければならないと考えておりますが、議会とも十分に協議

をしながら、所管の委員会と内容を詰めさせていただきたいと思っております。先ほども言い

ましたように、条件が許せば、引き続き地域の活性化と支援のために、事業を展開していきた

いという思いでいることも事実でありますので、そういうような中において、またご協議をさ

せていただければと思っております。 

 また、先ほども申し上げましたように、本事業の実施は、あくまでも町の単独事業としての

実施でありますから、大きな金額でもございます。そういうような意味におきまして、支援を

受けられたそれぞれの企業者におきましても、自分のそれぞれの事業の展開はもちろんであり

ますが、地域づくりやまちづくりに、さらにご支援とご協力をいただけるような、そんなスタ

イルで今後とも事業が展開できればと考えている次第でございますので、ご理解を賜りたいと

思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ただ今の答弁でわかるわけでありますが、この目的というのは、言うまでもなくやはり、人

口減少を少なくするためにも努力されたと、私は認識をしておりますし、また、人口増を目的

としたための制度であったということは、十分私も理解できます。 

 先ほど町長から、本年度でこの制度も終了するということでありますが、私はこの制度その

ものは、企業者になる人のための制度であるならば、私はぜひ今後も続けていただきたいなと

いうことを望みまして、私の質問を終わります。何かありましたら、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） 

 この制度につきましては、議員のご指摘をいただきましたように、地域のいろんな資源を活

用した新しい商品の開発、また、新しいお店の出店というような中、そしてしばらくちょっと

停滞気味でありました、それぞれのお店の閉店、これからの立ち直りと、これらのものを含め

た中での地域振興対策でございますし、また当然、それによって雇用も生まれてくるというよ

うな、地域の活性化に向けた振興対策でありますので、これらの事業成果が一定程度見込まれ

るということが、引き続き確認されるという段階においては、先ほども申し上げましたように、

新たに制度の継続等についても、十分に検討をしていきたいと思っておりますし、また、所管

の委員会とも、その内容についてもより具体的に、また相談をさせていただけばと考えており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上、申し上げて答弁といたします。 

 

○７番（村島健二君） 

 以上で、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。 

 なお、持ち時間が１時間のため、ここで前中君の質問に入りますと、昼時間に入ると思いま

すので、ちょっと時間が早いですが、１時まで休憩いたします。 

 

                              休憩  午前１１時１６分 

                              再開  午後 １時００分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 次に、前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

 それでは、通告に従いまして、清里町農業振興について、ご質問させていただきます。 

 清里町は農業・林業等の第一次産業を基幹産業として成り立ち、今年９月１日に開基１１５

年開町７０周年記念式典を開催しました。１世紀以上にわたり、理想とする農村づくりのため

に、未墾の原生林を切り倒し、開拓精神を礎に今日の清里町を創り上げてきた先人のご労苦に、

心より敬意を申し上げます。 

 さて、農業を取り巻く環境は常に目まぐるしく変わるものです。明治から平成にかけて、食

料の安定確保を基本に、幾度も国の施策の中で進んでまいりました。私の知る限り、明治時代、

地租改正により個人の土地の所有を認め、その後、第二次世界大戦後の１９５２年に農地法が

制定され、そして１９９９年に食料農業農村基本法が制定されております。また、２００９年

には改正農地法が制定されました。封建的な地主制度から開放し、日本国民の食料の安定供給

へと制度変更され、食料の増産から生産調整へと様変わりしました。そして、国内自給率を高

めるつもりだったのが、未だに４０％前後と低迷しているのが現状であります。 

 我が町も畑作３品であるじゃがいも、ビート、小麦を主体に、長いも、玉ねぎ、豆類、そし

て酪農、肉牛経営が行われているところでございます。常に輪作体系を基本に、きめ細やかな

ほ場管理を実践しながら、今日に至っております。 

 また、農産物価格の政策においても、消費者への家計の安定と農家所得の確保と安定から、

時代の中で何度も移り変わってきました。生産物価格安定制度から、そして現在、農家戸別所

得補償制度へと転換し、食料の安定供給や多面的役割としての農業を基本に、今後も経営が継

続できる価格政策へと転換しているところでございます。 

 さて、ここにきて、国が平成２３年１１月に、野田前首相がＡＰＥＣで正式にＴＰＰ交渉参

加へ向けた関係国への協議入りを表明し、その後、政権交代後の平成２５年２月に、聖域なき

関税撤廃が前提でないことが、日米首脳会談で安倍総理とオバマ大統領との間で共同声明とし

て発表され、ついに３月１５日、ＴＰＰ協定交渉への参加表明がなされました。その後、７月

にマレーシア、そして８月にブルネイと、交渉会合に日本が参加しております。日本の将来の

形を大きく変えるこの協定に、世論は賛成・反対と完全に二分されております。これらを踏ま

えて、町長は清里町が農林業を基本にまちづくりを実践している中で、地域経済に及ぼす影響

をどのように考えておられるのか。また、ＴＰＰについての町長の率直なご意見をお伺いいた

します。 

 次に、２点目です。農業振興計画について伺います。平成２２年～平成２６年度の清里町農

業振興計画が示されているわけですが、既に残すところ約１年半となっております。この間に

たび重なる政権交代や、価格支持政策の変更、そして、先ほど質問で提起したＴＰＰ問題はま

だ関与せず、この振興計画は策定されたとも考えられますが、まずはこの計画の進捗状況をお

伺いいたします。 

 以上、農業振興についてのご答弁、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。 
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○町長（櫛引政明君） 

 前中議員のご質問にお答えをいたします。 

 ただ今、ご質問をいただきました農業振興の、１点目のＴＰＰが与える地域経済への影響に

ついてでございます。 

 ＴＰＰ交渉につきましては、日本政府はマレーシアにおいて開催がされました、第１８回の

ＴＰＰ交渉の会合に７月２３日から正式に参加をし、本格的な交渉がスタートをしたところで

ありますが、具体的には８月２２日、ブルネイで開催がされました、第１９回ＴＰＰ交渉会議

において、参加国との間において各分野での協議が始まったというところでございます。今後

は、９月１８日から２１日にかけまして、アメリカ・ワシントンでの首席交渉官の会合、そし

て続いて、１０月７日～８日にインドネシアのバリで行われます、ＡＰＥＣ首脳会議におきま

して、ＴＰＰ首脳会合が予定をされておりますし、１０月のインドネシア・バリでの大筋合意

によって、年内に協定を作り上げると、そうした予定でこの交渉が進められるというふうに報

道がされてございます。 

 しかしながら、３カ国での各分野の枠組み、また、交渉内容など詳細の情報につきましては、

マル秘扱いということでございまして、都道府県はもとより、市町村などの地方自治体、そし

て各業界団体へも具体的な情報の開示がされていない状況にあります。我々にとっても、テレ

ビや新聞などでその情報を知るというような状況であります。こうしたことから、ＴＰＰが与

える地域経済の影響につきましては、交渉の内容、また情報が推測の域を出ないものでありま

すので、あくまでも現在、わかり得る情報に基づく推計といたしまして、極めて不確かなもの

とならざるを得ませんので、ここにご理解をいただいた上で申し上げたいと思います。 

 日本政府が去る３月１５日に発表いたしました、ＴＰＰの政府統一試算の資料によりますと、

農林水産物生産額は３兆円が減少するとされております。試算対象品目は、関税率１０％以上

で、国内生産額１０億円以上の農作物で１９品目、林水産物で１４品目が取り上げられており

ます。また、本町における主要産物についての生産減少率の試算によりますと、小麦で９９％、

大麦で７９％、小豆で７１％、砂糖は１００％、でんぷん原料についても１００％、牛乳乳製

品で４５％、牛肉で６８％、林産物については、合板を対象に６％となっているところであり

まして、この試算どおりに仮に進むことになれば、本町の農林産業は壊滅的な打撃を受けると

いうことが予測されている次第でございます。さらに、申し上げました影響以外に、サービス、

投資、知的財産、金融サービス、電子商取引、電気通信、国有企業の規律など、さまざまな分

野が交渉の対象となっておりまして、これらの影響についても注視していかなければならない

ものと考えているところでございます。 

 こうしたことから、予想される事態にどのような対策を講じていくべきかについては、国や

北海道の動向を十分に見定めながら、関係機関・団体との連携を密にし、本町の生き残りをか

け、農業そして産業振興対策に、万全を期してまいる所存でありますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

 次に、ご質問の２点目の、清里町農業振興計画の進捗状況についてであります。現在の農業

振興計画につきましては、議員からもありましたように、平成２２年～２６年の５カ年間の計

画となってございます。総合計画にも掲げております３つの基本方針を具現化するための、具

体的な振興計画でございます。 

 まず、１つ目の基本方針にあります、安定・安全・安心な農業生産体制の確立につきまして
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は、主要施策４項目において、２１項目の施策・事業を掲げているところでございます。 

 そして、２つ目の基本方針にあります、魅力ある農業経営の確立と担い手の育成につきまし

ては、主要政策３項目において、１５項目の施策・事業を取り上げてございます。 

 さらに、３つ目の基本方針であります、環境や景観と調和した農業農村づくりにおきまして

は、主要政策２項目におきまして、７項目の施策・事業を掲げているところでございまして、

これら４３項目の施策・事業につきましては、いわゆるアクションプラン「行動計画」に基づ

き、町、農業委員会、農業改良普及センター、農協農業者の役割を明確にしながら、主体とな

る各関係機関・団体におきまして、それぞれ取り組みを進めているところでもございます 

 その中の町の単独事業といたしましては、農業振興事業におきまして、緑肥堆肥等の導入に

おける土づくり、シストセンチュウ対策としての抵抗性品種導入の支援、肉用牛改良や病害虫

防除、良質乳生産体制への支援、新規作物生産体制の確立、農産物加工品開発、起業化育成な

ど、年間１，７００万円の予算での計上を推進しているところでございます。計画全体の進捗

状況につきましては、４３項目中３９項目につきましては当初計画どおりに推進をさせていた

だいているところでありますが、コントラクターの組織化、または経営支援組織の育成及び活

用、農業関係組織における女性登用の促進、新規就農受入体制の確立、農作業人材バンクの設

立、これら４項目が未だ未着手となっている状況にあります。 

 つきましては、就業人口や農家戸数が減少し、規模拡大が進む中、農業経営のゆとりや豊か

さが求められておりますので、これら４項目につきましては、各関係機関等と連携を密にしな

がら、引き続き実施に向けた取り組みを進めてまいる所存でありますが、本計画の期間が残す

ところ１年半となってきておりますので、明年度に策定を進めてまいります次期計画への課題

としての取り扱いも考慮した中で進めてまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 

 以上、申し上げ、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、当町におけるＴＰＰの農産物の減少率ということで、金額ベースの話は今、説明がなか

ったわけなのですが、それについて、大変難しい部分はあろうかと思いますが、実際、農家の

壊滅的なダメージ、それはもうぬぐえないものがございます。しかし、それ以上にまた関連す

る産業にもダメージがあるという町長の答弁がありますが、やはり、この地域のコミュニティ

ーが壊滅する、そのことをやはり行政の首長である中で、強いメッセージを発してほしい。 

 そしてもう１つ、金額的なものがどうなんだというのがなかなか難しいとは思いますが、管

内のオホーツク振興局のホームページの中では、ある程度の関連の部分と言いますか、影響額

の金額は出ているのですが、その辺どのように捉えているのか、ちょっとお聞かせ願えればと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問であります、地域経済における清里町自体の影響額についてでございますが、

関連の部分で申し上げますが、これも新聞紙上で知り得る状況という中でと、ご理解をいただ

きたいと思いますが、道内における農業所得については、６５９億円が減額になるだろうとい

うことで、北海道においては試算がされているところでございまして、それとほぼ経営形態と

しては、全体的な経営形態としては、逆に清里町の作付している、俗に言う重要５品目の中に

全てが含まれるというようなことからいけば、道が示した額以上の影響額が清里には出てくる

だろうと。それは比率的な部分でありますが、その年ごとの作付と価格によって、農業全体の

粗収入は変わってまいりますから、必ずしもこの場で何ぼということには相成らないかと思い

ますが、一般的には清里町の農業粗収入は全体では９０数億円と言われておりまして、間もな

く１００億のところに手がかかるという状況でありますから、それに対して先ほどの生産物の

減収分をトータルで引き合いをいたしますと、約７割５分近く落ちていくということになりま

すので、推計からいきますと１００億と仮にした場合に、７０億内外の影響が出てくるだろう

ということであります。 

 基本的には本町の基幹産業であります農業で、それだけの額が落ち込むということになれば、

先ほど申し上げました、他産業への影響は莫大な額になってくるだろうと思いますし、農業の

みならず、いろんなサービス部門とか営業部門とか、影響が極めて大きく出てくると思ってお

りますので、それらの部分をトータル的に考えると、本当にこの清里町そのものが壊滅しかね

ない、そんな状況に相成ってくるのではないかという認識を持っているところでございます。 

 また、強いメッセージということでありますが、我が町単独でのメッセージというのは、い

ろんな部分での会合を通じながらやってきた部分もありますが、全体といたしましては、オホ

ーツク圏活性化期成会、市町村の場合はですが、オホーツク圏活性化期成会の中で、これらの

ＴＰＰ反対総決起集会という形が、今までも数度にわたって、網走や北見で開催をされており

ますので、そういう中において、行政も議会も農業団体も、農業者そのものも含めた集会が行

われているところでございます。 

 基本的には申し上げましたように、ものすごい影響がこのままではあるだろうと考えている

ことでありまして、我が町を持続させるために、いろんな面からの情報の収集と、また、対応

について、今後も引き続き、各関係機関とも十分に連携を取りながら、対応してまいりたいと

考えている次第でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 直接的な影響の明細な金額等は、ちょっと説明の中ではなかったわけなのですが、確かに推

測の域の話ではなかなか難しいかもしれません。 

 ただ、現場における組合員個々の中では、やはり、本当に藁にもすがるような気持ちで、ど

うなんだというのを、つぶさに新聞紙上、あるいはテレビで伺っていると思います。 

 ところが、どうも道新の世論調査によると、ＴＰＰに対する反対の世論のパーセンテージが



34 

だんだん下がってきているというのも、何となく一連の中で感じるものがあります。でも、そ

の中でやはり、どうも地方自治体の首長が声を高らかにというのが、どうもなかなか見えてこ

ないなと。関係機関であるＪＡなりは、精力的に各場面ごとで活動しているわけですが、今、

町長がおっしゃった７月２２日でしたか、オホーツク期成会あるいはＪＡ管内組合長会が実行

母体となりまして、「ＴＰＰから地域・暮らし いのちを守るオホーツク総決起集会」が開催さ

れ、２千人近くの参加があり、北見市内をデモ行進しました。私たち議員各位も同じようにデ

モに参加したわけですが、今、ＴＰＰにおける交渉のタイムスケジュールの中で、１０月には

インドネシアのバリですが、大筋で合意するという日本政府の目標が掲げられている中なので

すが、改めて、このような近隣首長並びにオホーツク期成会の中で、反対行動の何かを検討す

るものがあるのかどうか、改めて質問いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ＴＰＰの交渉に対する、地域としての反対行動でございますが、今、議員からもありました

ように、この７月２２日には北見市において、オホーツク圏活性化期成会、それから管内の農

協、漁協、商工会、また建設業協会、その他各界からの参加をいただいた中で、「地域・暮らし・

いのちを守るオホーツク総決起集会」いうことで開催がされておりまして、広くデモ行進等を

通じながら抗議活動をアピールをしたところでございます。 

 また、その他にオホーツク圏活性化期成会といたしまして、今年度の行動計画の中に、この

ＴＰＰ総決起反対に対する行動というものが取り上げられてございます。具体的にはこれから

またそうした状況を見ながら、管内的なＴＰＰの交渉反対の動きが改めて出てくるのかなと思

っておりますが、そういう活性化期成会の中での状況を確認をしながら、我々としても行動を

していきたいと思っております。また、全体を通じながらですが、オホーツク圏活性化期成会

で夏季要望というのを毎年、夏場の中央要請でありますが、その中には各項目と全体、この地

域にまつわる要請活動を管内挙げて、各省庁、北海道に対しても行っているわけでございまし

て、これらの中におきましても、重点項目として、ＴＰＰ交渉反対という部分が明確に載って

ございまして、総務班の総括班において、それらの行動も併せて展開をされているということ

でございます。 

 今後、いずれにしても行政云々だけでの取り組みではなくて、この地域全体としての声を中

央に届けるということが、これから本当に大事になってくるのではないかと、理解をしている

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） 

 やはり、このオホーツク管内の地域一丸としての声を１つにまとめる。これは非常に大切な

ことだと思うんですね。たまたまタイムリーに今日の新聞紙上にも出ていましたが、十勝圏の
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町村会の会長さんが、東京に出向きながら、ＴＰＰの反対シンポジウムに対して、かなり強い

メッセージで十勝農業の壊滅を訴えていたと。じゃあ、このオホーツク管内はどうなんだと。

畑作もそれなりの全道ベースでウエイトがある。酪農も遠紋地区はやはり酪農だと。そして、

他に類を見ないような水産の盛んなオホーツク圏の中で、どうもやはり、一枚岩に近隣自治体

がなっていないんじゃないのか。 

 そこはやはり、もう少し強いメッセージの中で、今後展開されるであろう１０月の交渉に向

けて、管内の意思統一の中でそういう機運が出れば、また改めて、そういう形の運動もやぶさ

かではないのかなと思うのですが、それについて、もう少し説明と言うか、町長の気持ちを伺

いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 十勝の交渉の経過についてもお話をいただいたところでありますが、私も気持ちとしては全

く同じでありまして、基本的に基幹産業とする農林水産地帯では、本当にこれがそのまま現状

の形で推移するということになれば、壊滅的な状況に陥るだろうという認識は、これはもう明

らかであります。そうした中におきまして、管内的にも先ほど申し上げましたように、それぞ

れ地域の意思を中央に届けるというようなことで各集会等、また要請活動等を展開していると

ころでありますが、１０月には、先ほど申し上げました、大筋合意に向けた作業として、今進

められているということが明らかになってきておりますので、これらに向けて、現状のままで

の合意はあり得ないというような立場で、この管内の首長の集まりであります町村会、そして

また、さらに議長を含めた中での活性化期成会という中で、全産業を網羅した、そういうよう

な対応を今後とも取っていける、そういうような部分において、総会または会合の中で、私か

らも要請を申し上げたいと思う次第でございます。 

 いずれにしても政府の段階でも、この２月に、早い段階だったのですが、需要５品目、そし

て、守り抜くべき国益という部分で６項目が明らかに示されているわけですから、これは自民

党内とは言いながら、政府・与党の中の対応でありますので、国会決議に当たると我々は理解

しております。その中ではっきりと６項目の国益というものが示されております。それをきっ

ちりと守ってもらうというのが、我々にとっても直接交渉に入るわけにはならないわけですか

ら、代表となるそういう皆さん方に訴えながら、決して後ろ向きにならないように、取り組み

を進めてもらえるように、精力的に頑張っていきたいと思っております。 

 以上、申し上げ、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 十分理解しました。その中で今、６品目、センシティビティの中の守るべき農産物というこ

とを、やはりきっちりと守り抜くという姿勢を貫いてほしいと思います。 
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 また、もう１つお聞きしたいのは、今、北海道で、道としてですけれども、なかなか秘密裏

での交渉段階ということで、情報がなかなか入ってこないという状況になっています。北海道

として現地に出向いて、そういう情報収集活動がなされているのかどうか、わかる範囲でよろ

しいのですが、もしわかればお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の北海道における道庁の動きの関係でありますが、現時点では我々のところにはそう

した情報は一切入ってきておりません。国際交渉の中ですから、必ず農業分野とか、そういう

中では担当の職員は、直接参加できませんが、いろんな形で情報収集には行っているとは理解

をしておりますが、具体的な部分での情報としては、こちらの方にはまだ入ってきていないと

いう状況にあります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 そういう状況の中ですが、北海道と連携を取りながら、また、オホーツク振興局ですけれど

もそういう情報収集、そしてやはり、ＪＡとの連携を密にするということを、今まで以上に一

層連携を強めて進んでいただきたいと思います。 

 次に、２点目の、清里町農業振興計画に対する再質問に移らせていただきます。さまざまな

課題において、これからの清里農業のあるべき姿を示しているわけですが、答弁の中に４３項

目の中、未だに未着手の部分と言うか、まだ履行されていない部分が４つほどあるという、町

長の答弁がありました。私の思いの中にも、やはりコントラ事業の育成と活用、そしてもう１

つ、農作業の人材バンクと言いますか、そういう形を今後模索する時が、もう目の前に迫って

いるのではないかと思っている１人でございます。 

 その中で、やはりなかなか関係機関であるＪＡとの協議が本当に難しいものがありまして、

どういう形をこの町で醸成するか、これは本当に端的にすぐ検討して、次年度にはできるとい

うものではないと思っております。やはり、ある程度の期間の中で検討するような形で、未達

成の部分を達成できるような仕組みあるいは組織等を、もし可能であれば検討してはどうかな

と思うのですが、それについて町長の遺憾ないご意見をお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 農業振興計画中におけるそれぞれの項目の進捗状況は、先ほど申し上げたとおりでございま

すが、中でも今、議員の方からもありました、コントラクターの組織化だとか、人材バンクの
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設立だとか、こういう部分について、まだまだ取り組みが足りないという部分がございます。 

 基本的には清里町農業は、１戸当たりの耕地面積、所有面積が本当に全道１、２になってき

ておりますから、かなり他の市町村から見ても、大規模な農業経営ということになってきてお

りまして、１戸当たりの戸別農業においても、農作業に従事する方々が減少傾向にありますの

で、大変な状況になってきていると理解をしているところでありまして、このまま家内・家族

労働だけでいけば、本当にこれだけの面積を果たしていつまでも維持していくことができるの

か、また併せて、農家戸数についても、未だに減少傾向にあるということでございますから、

減少した部分を既存の農家の皆さんが規模拡大をされながら、徐々に戸数の減と、規模拡大が

進んでいるというような状況でございます。 

 こうした状況を踏まえて見た時には、やはりコントラクターなり、新規就農作業というよう

なものを、これからもしっかりと打ち出していかなければ、戸別の農業体系の中では吸収でき

なくなってきていると認識をしているところでございまして、具体的な部分は一朝一夕には進

みませんが、農協や関係機関とも十分協議しながら、特に法人化への進め方だとか、コントラ

クターへの作業の割り振りだとか、これは大きな目で見れば雇用対策にもつながっていくと理

解をいたしている次第でありますので、そういう面も含めて、十分に今後検討を加えていく項

目であると。先ほども言いましたが、もう１年半しかございませんので、そうなれば、次の計

画にもしっかりと引き継ぎながら対応していきたいと考えているところでございますので、ご

理解を賜りたいと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 やはり農家にも、規模拡大とともに、二極化の傾向が出てきていると思うんですね。家族経

営の経営規模面積、そして、片やもう５０ヘクタールあるいは７０ヘクタール、完全に大規模

な畑作農家との二極化です。 

 ただ、全てが全て、大きな大規模農家になるのかというのは、私自身ちょっと疑心暗鬼な部

分もあります。可能であれば労働力の手腕、労働の分配、ある部分を他の業種と言うか、他の

部分に委託する、そういう形が可能であれば、畑作の大規模面積も可能かなと思っております。

これは酪農の世界ではワークシェアリングと言いまして、搾乳に特化する形、そして生産され

た飼料作物はコントラ等に全て委託する、あるいは生まれた子牛は子牛専門の部門がある農場

が全て委託に対して対価を払って運営する。そういう形で規模拡大がなされている現状があり

ます。同じように、当町はやはり、畑作の中ではもう全道一、日本一と言って間違いないと思

うのですが、町長の説明にもありましたが、かなり規模拡大が進んでいる実態があります。 

 ここに、今年の１月なのですが、農林業センサスを用いた北海道農業農村の動向予測という

資料がありまして、その中に、本当に僕は目を疑ったのですが、農家人口の就労割合、あるい

は農家戸数の減少、そして１戸当たりの耕地面積の推移、それをある程度、センサスの中で未

来予測をしている表と言うか、データがあります。これは公の北海道立総合研究機構農業研究

本部ですか、その中央農業試験場で出されているデータなのですが、今日の一般質問の中でも

出ていましたように、人口減少に歯止めがかからない。かれこれ１０年で、３００人近く減っ
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たと。それでもう４，４００人を切って、これから清里町も３，０００人台に突入するであろ

うという憶測もあるのですが、今ここに、本当にびっくりするようなデータがありまして、農

家戸数でお示ししますと、２０１０年・２２２戸、あくまでもこれはデータなんですけども、

実際はちょっと経営形態等がありまして若干のずれはあるかと思いますが、２０１５年には１

８６。そして１０年後の２０２５年、この時の清里町の農家戸数が１４１戸ってなっているん

ですね。これはデータなのですが、あくまでもそれだけの減少率。ちなみに３町の中で斜里、

小清水もデータが出ているのですが、２０１０年で斜里町で２８２戸、小清水であれば３６３

戸。それが２０２５年、斜里で言えば２０７戸、小清水は２８９戸。 

 いずれにしろ減少の傾向はたどるのですが、一番問題なのは、その減少率が一番高いところ

なんです。２０１０年と２０２５年の比で比べると、約４割、３７％。これはデータですから、

データ処理の手法で近似値でプラスマイナスの許容範囲でパーセンテージを見たとしても、こ

こまで減るのかなと私自身、目を疑ったんですけども、なぜこういう形になるかというのを見

る中で、生産年齢人口というのもきっちり調べているんですね。壮年齢層３０～５４歳、一番

働き盛りですね。そして高年齢層５５歳～６４歳。その中でやはり一番問題なのは、壮年齢生

産年齢人口が極端に清里の場合は落ち込むのです。データ上の話なんですけども、そういう部

分が１０年後の中でシミュレーションされている。やはりもうこれは正直、待ったなしの状態

じゃないのかなと思うのです。その辺について、これは人口統計学ですから、一概にどうだと

は言えませんが、いかに農家戸数を減らさない施策を講ずるか。行政としてできるものは何か。 

 そこら辺、町長が頭の中で描くものは何か。私自身は冒頭述べました、コントラだとか、あ

るいはこれはＪＡでも考えておられると思いますが、複数戸法人を立ち上げるという、そうい

う手法も考えても良いかなと思います。 

 その他に、農作業の作業の人材バンクと言うか、労働バンクと言うのも考えても良いかなと

思うのですが、その辺も絡めて、町長が今、頭の中で思い描く、大変難しいでしょうけれども、

思いをお聞かせ願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、議員の方より、清里町における農家戸数、また、規模等の今後の予測推計をお聞か

せをいただいたところでございます。現実的には、もう少し穏やかな動きになるんだろうなと

は思っておりますが、実態としては、後継者はいるけれども、配偶者がおられないとか、後継

者が全くおられないとか、そういう方々もまだまだたくさん現実はおります。 

 そういう人方がある一定の年齢に達した段階で、多分そういう推計の中で今後１０数年の間

に、先ほどの話でいきますと、約４０戸ぐらい戸数が減少するということでありますから、数

字的には単純にそこだけいくと、それに近いものになってくるのかなとは思っております。 

 ただ、そうなると、まず４０ヘクタール近い農家の４０戸の方々が、仮にリタイアされてい

くということになると、莫大な農地の流動化が起きるということで、流動化が起きると言うよ

りも、残っている農家の方に、それが取得をされて活用されていくということになりますから、

さらに今の約４０ヘクタール近いと言われている１戸当たりが、５０ヘクタールにも６０ヘク
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タールにもなっていくだろうと。そうなれば、戸別経営としての限界がどこにあるのか、私ど

もは限界がどこかは明らかにはわかりませんが、ただ、ものすごくきつくなるだろうと。先ほ

ども言いましたように、家内・家族労働だけではもうやり切れないということになってくるの

だろうと思います。 

 そこで、私が思いますのは、１つにはやはり解決索としては、分業型という農業のやり方を、

コントラクター等を導入しながらやらなければならない時期が、もうすぐ目の前まできている

のだろうと思いますし、また、雇用の関係も就業者をやはりある一定の、家内労働力だけでは

足りないとなれば、就業者をきちっと雇っていくということの必要性が出てまいりますから、

そうなれば、やっぱり法人化をしながら、きっちりと会社方式と言いますか、そういう経営方

式の中で雇用を生み出していくと。 

 将来、雇用をされた方々が農業主にならないまでも、部長なり専務にと、そういう形の中で、

その経営の中にしっかりと根付いていく、そういうような体制が必要になってくるだろうと思

いますし、また、清里町の場合は今の形態でいきますと、夏場だけの作業がメインになってい

ますから、これをやっぱり雇用と言う場面から考えると、年間を通したそういう農業経営、つ

まりは６次化を入れながら、そういう方向性も探らなければならないと思うところであります

し、また、全部の人が大規模経営になれるわけではありませんから、大規模経営を追求される

やり方と、それからもう１つは、二極化と先ほども議員の方からありましたように、高収益作

物やいろんな部分の収入の道を探りながら、新しい農業の形を求めていくと、こういうことも

これからは極めて大事になってくるだろうと考えているところでございます。 

 そうした意味におきまして、次の農業振興計画、それとまた、農協が策定をいたしておりま

す農業基本計画がございますので、これは年度が１年ずれるところがありますが、そこら辺は

しっかりと連携を取りながら、町と農協を中心としながら、関係機関一丸となって、そこら辺

の模索を続けていかなければならないし、もうやらなければ間に合わないところまできている

のかなと、そんな気持ちでもおりますので、今後とも、これについてはしっかりと連携を取り

ながら進めてまいりたいと考えるところでございます。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 当町も農業振興計画策定にこれから着手するであろうと思いますし、また、ＪＡも第９次の

５カ年計画を同様に、同じ年度で策定すると聞いております。そういう部分では、やはりある

程度のすり合わせと言いますか、ある程度共有認識に立った中で、計画を遂行する形で執り進

めていただきたいと思う１人であります。 

 もう１つ、その中でどうしても私自身、普段考えていることがありまして、やはりこれから

の我が町の農業の将来像を語る上で、次の世代、５年、１０年後の若い世代の我が町における

若い人たちを同じテーブルの中で検討する。これは、業種間を超えた中で、本当に農業が当町

の核であるならば、関係する機関あるいは組織、あるいは若い女性、そういう中でのアイディ

アをまちづくりの中で活用する。それが、ひいては６次化産業の新たな息吹と言いますか、そ

ういう芽になる可能性もあると、私自身は考えます。 
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 そういった１つの取り組みのワーキングチームと言いますか、そういうものをどうでしょう

ね、やはり考えても良いんじゃないのかなと。何でもかんでも組織を作ったらそれで良いよと

いうわけじゃないんですけども、そういうことも１つの選択肢として考える。そして今、出て

きた問題点、労働力不足あるいはコントラあるいは法人格の設立と、本当に多種多様にわたっ

ていろんな問題が山積しているわけですが、その部分をやはり丁寧に時間をかけて検討してい

ただきたいと思います。 

 ちょっと長くなりますが、当町の歴史で見ても、畑作農業も１１５年なのですが、大きな制

度の国の施策の中で、やはり僕自身も学校に上がる前だったのですが、父が昭和３７年に第１

次構造改善事業でトラクターに乗って、それで畑をおこした時代を私自身も見ています。その

後、昭和４２年、水田地帯によくあったカントリー、それを畑作版ということで小麦のカント

リー、これは全国でも最初に手掛けたということで、私自身も記憶しております。そして、５

３年から長い間かけて、平成１８年までの間、畑総事業ということで畑の基盤整備あるいは草

地事業、そして緑ダム、そしてやはり多目的水栓、そして１戸１栓、全て大規模一辺倒という

言葉はちょっときついですが、そういう形の機械化農業を我が町は歩んできた歴史を理解して、

やはりその次のステップをどうするんだというのは、本当に今のコマーシャルじゃないですけ

ど、いつやるのって言ったら、今でしょってことなんですよ。 

 そこに向かって町長がリーダシップをとるなり、そういう形付けをきっちりと構築していた

だきたいと思いますので、その辺、町長もう一度、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） 

 先ほどの質問の中で、１点訂正をさせていただきたいと思いますが、農業振興計画と農協が

策定いたしております清里町農業の総合４カ年計画ですが、今までは１年ずれがあったのです

が、前回合併の時の絡みがございまして、ちょうど最終年が平成２６年と、足並みが合ってい

るということで、先ほど１年ずれがありますと申し上げたのを訂正させていただきたいと思い

ます。 

 そんなことで、農協の策定した４カ年計画、それから町の策定した農業振興計画の５カ年計

画、ちょうど最終年が平成２６年と同じ年になっておりますので、この次の計画については、

２６年度中に策定をし、２７年からまたスタートをかけていくと、こういうような計画になっ

てこようかと思っております。そうした中におきまして、それぞれまだ未着手になっている課

題等もございますし、これから清里町の先ほどの推計値を基にしながら、どのような形態で清

里町の農業を守っていくというような部分も含めて、いよいよ作業に入っていきたいと思って

おります。 

 従来の農業振興計画の策定については、各関係機関のそれぞれの担当職員が素案を作りなが

ら、代表者会議等で決定をいただくと、そういうような流れできておりましたが、ただ今ご質

問にありましたように、若い世代、各階層からもいろんな意見を聞きながら、次の時代に向け

たステップとしての計画を策定すべきでないかということでありますので、ここら辺について

も、関係機関と連携を取りながら、女性のご意見や若い世代の皆さん方の意見を聞きながら、
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確実に次の世代へつないでいける、そういう計画としての策定をこれから進めてまいりたいと

考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 本当に清里町は、農業構造改善、昭和３７年の基本法の発足以来、それを忠実に守ってきた

結果、規模拡大は全国一になるような規模拡大に到達しましたが、そうなった時点でまた違う、

今、議論をいただいているような新たな課題が生じてきておりますので、こうした課題を一つ

一つ克服するためにも、振興計画を明らかにしながら、前向きに取り組んでまいる所存でござ

いますので、ご理解をいただきたいと思います。以上、申し上げて、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ありがとうございます。本当に次の時代に移り変わる入り口に立ったということで、同じよ

うにスピードを持った中で検討してほしいと思っています。 

 最後の質問になりますが、そういう中で、やはり次年度の予算編成の中で、農業振興費を計

上しているわけですが、その中で、いろんな部分、農業法人の育成あるいはそういう部分に対

しての検討、勉強あるいはそういうセミナーの参加等々で、いろんな場面があると思います。

また、その他６次化産業に向けての取り組み等々、やはり組合員の中で今まで以上に機運が出

るかもしれません。そういった中で、次年度に向けての予算編成の中で、増額する考えがある

のかどうか、その辺も合わせて最後の質問に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） 

 基幹産業であります農業の振興対策は、極めて重要な課題と捉えておりますし、また、先ほ

ど来ありますように、現状の清里町の農業はちょうど曲がり角にきているのだろうと思ってお

ります。法人化の問題もそうですし、また、コントラクターの問題、新規就農の問題と、数多

くの課題を抱えて、次の時代へ歩み出そうといたしております。 

 特に、その中でもＴＰＰの交渉の結果いかんによっては、大きく形態が変わっていくだろう

と考えているところでありますが、何と言っても清里町の基幹産業は農林業でございます。こ

この部分が崩れるようであれば、先ほども申し上げましたように、我が町そのものが存亡をか

けなければならないと理解をしているところでありますので、具体的な部分については別とい

たしましても、そういうような気持ちで産業振興を図ってまいりたいと考えている所存でござ

います。 

 今後とも、いろんな面におきまして、ご指導、ご示唆をいただければ幸いかと思っていると

ころでございます。以上、申し上げて、答弁といたします。 

 

○１番（前中康男君） 

 ありがとうございました。 
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○議長（村尾富造君） 

 これで、前中康男君の質問を終わります。 

 次に、澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 先に通告いたしました、農業研修生受入事業と宿泊施設についての質問をしたいと思います。 

 先の前中議員の質問は、大きな清里町農業振興ということで、私の質問は少し小さい質問で

申し訳ないのですが、研修生受入れについて質問したいと思います。 

 第５次清里町総合計画並びに農業振興計画の中で、担い手・後継者育成、花嫁対策、さまざ

まな計画を推進してご努力いただいている中でございますが、先ほどありましたように、清里

町は自負するわけではありませんが、面積的にも酪農・畑作大規模経営の先進地ではないかと

思います。 

 そんな中で、危惧するところが１つございまして、道内各地に農業研修生受入れ施設が、担

い手対策として各市町村で実施されておりますが、先進地である我が町では、未だなかったと

いうことに気が付きまして、今後、どのように進めて、清里町でも農家研修の受入れを進めて、

研修・実習とともに、宿泊施設の対応とか、そういう面で我が町もこれから新規就農者確保や、

後継者対策の一環として、研修生受入れの専用の滞在施設の必要性が出てくるのではないかと

思いますが、町長の所見を伺いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の澤田議員のご質問にお答えをいたします。 

 農業研修生受入施設、新規就農の農業者の確保や農業後継者対策の一環として、研修生専用

の滞在施設が必要ではないかと、こうしたご質問でございますが、本町におけます新規就農者

の確保、また、農業後継者対策につきましては、平成２２年に策定いたしました清里町農業振

興計画基本方針の「魅力ある農業経営の確立と担い手の育成」の項目の中で、後継者の育成、

女性の参画と能力の発揮、新規就農者の対策、労働力の確保を掲げてございますが、具体的な

農業後継者対策、花嫁対策の活動につきましては、清里町農業担い手育成推進協議会が窓口と

なって、事業の推進を図っているところでございます。 

 本協議会の構成及び事業の概要を申し上げますが、本協議会は町、農協、農業委員会、普及

センター、そして花嫁推進委員、それらの関係機関・団体の代表者で構成がされておりまして、

主な事業といたしましては、農業後継者が配偶者を得るために必要な事業、いわゆる花嫁対策

であります。それと、農業後継者が本町に定住するために必要な事業、このような内容となっ

てございます。 

 ご質問の農業体験研修生の受入れ支援につきましては、本協議会の清里町農業体験実習生受

入事業実施要領に基づき、原則として男女ともに２０歳以上３５歳以下の独身者を対象に、受

入れを行うことといたしておりまして、受入れに係ります支援の内容でいきますと、実習生１
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人に当たりまして、１日当たり３千円の実習手当、それと住込みで住宅費を支払う場合におい

ては１万円を限度に支給をされる、そんな内容となってございます。また、当町までの交通費

ということで５万円を限度に、実費の半額分として支給をすることといたしております。また、

受入れ側への支援でありますが、受入れをいただきます家庭には、営農指導などの支援費とい

う名目で月額５万円を支給することができるという規定となってございます。かつ、実習生の

募集にあたりましては、町のホームページを中心としながら、町内の関係機関・団体及び北海

道の担い手センターの中でもホームページを活用させていただき、連携して募集を行っている

ところでございます。近年における実習生からの問い合わせ等の関係でございますが、実態と

いたしまして毎年１、２件の問い合わせがございますが、具体的にここ数年は受入者がいない

というのが現状でございます。 

 ご案内のように、清里町の農家の場合は、規模拡大が進んで機械化が全面的に進んでおりま

すので、なかなか手作業での作業が長期間にわたってないということで、途切れ途切れの農作

業というのが多いわけでありまして、そういうような意味においても、なかなか受入れ側の体

制もとりにくいなというような形の中で伸びていないと、そういったものもあるのかなと思っ

ております。 

 また、規模が大きいということでありまして、新たに新規就農を目指す、そういう意味にお

いての実習生も今、清里にはおられないという形でございます。 

 ご案内のように、清里でいけば１戸当たり平均、先ほども言いましたように３８～４０町と

いうことで、いも、ビート、小麦粉の３作を基幹としながら農業が実施されているということ

でありますから、同じ形態では相当な努力をしなければ新規就農は難しいというのが実態では

ないかと思っております。 

 それが先ほどもありましたように、経営形態についてはいろんな手法があるわけでございま

して、そこら辺を高収益作物の導入などを含めながら、新規就農の方策というのは全く違う形

で考えなければならない、そんな思いをいたしているところでございます。 

 そうしたように、こういう今の清里町の現状をこれらの方々のお力をいただきながら、抜本

的に解決するということにはなかなか至らないと思っておりますが、先ほど来ありますように、

大規模経営においては、法人化による新たな従事者の雇用環境の改善、また、コントラクター

等による作業の分業化、そして中小規模農業経営形態では、さらに分割をした高収益作物の導

入や、６次化産業への推進、これらを進めていかなければならないと思っているところでござ

いますし、また、後継者への花嫁対策についても、積極的に推進をしていかなければならない

と思っておりますが、いろんな場面場面、個々によってそれぞれ思いが違うところもございま

して、なかなか現状として、ご高齢になられた皆さんと後継者の方々の花嫁対策が進んでいな

いというのも実態でございます。 

 先だっても協議会が開催されまして、その中におきましても、今年度は札幌のマリッジセン

ターを活用しながら花嫁対策を実施していきたいということでありますので、そうした経過を

見極めながら、どういう手法が最も良い巡り合わせの手法になっているのか、なっていくのか、

そういうものを十分に協議会とも検討を加えながら進めてまいりたいと考えている次第であり

ます。 

 また、研修生の受入施設としての整備の関係でございますが、これらについても実態もござ

います。 
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 また、具体的な手法もございますので、これらの関係につきましては、専用施設の整備等も

大事なことにはなってこようかと思いますが、併せて、町内にある空き家の賃貸と、または民

宿だとか、宿泊施設の利用に対する支援の手法と、こういうものも含めて、大所高所検討させ

ていただきたいと思っておりますので、よろしくご指導をお願い申し上げたいと思います。 

 以上、申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 認識不足で、実際に担い手センター事業が募集してやっているという認識がなかったので。

規模が大き過ぎて、受入れ体制にも無理があると言うか。何か打つ手はあると思うんです。宿

泊もプライベートの宿泊施設があれば、今まで研修生と言うと、農家に泊まって一緒の釜の飯

を食って、という生活もあったのですが、そういうのは最近は流行らなくて、プライベートを

守っていれさえすれば、気軽に来れるという場面もあると思うのですが、町村によって形態が

違うのですが、常呂町の組合長と知り合いなので、去年、農協単独で事業を推進して、３人が

入れる施設を造って、あまり大きいのを造って入らなかったら困るということで、３人ぐらい

だということで、去年からやって成果が出て、もうすぐ１年経つんですけども、おかげ様で３

人来たうちの２人は地元の農家に結婚が決まったんだと、そういう朗報があるんだという話も

聞きましたので、何とか手法を考えて、打つ手はあると思うし、知恵を出せば何とかなると思

うので、ある程度その宿泊施設の整備も、空き家でもある程度完備した中で、ネット配信して

やっていけば、農家、農協、関係機関の受入れ体制の条件もありますが、協力し合って対応で

きれば方法はあると思うので、何とか実例を作ってほしいなと思いますが、町長、何か発案ご

ざいませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の受入れ体制等も含めてのことでありますが、他町村におけるこういう専用施設の関

係ですが、私どもも調べてみました。その結果、小清水町でも今はないようでありますが、一

時保有していたということですが、これも現状では利用者が少ないということで、現在は旅館

とかホテルを借りて、そこに支援をしながらやっているというスタイルだそうであります。そ

れから、斜里町も女性を中心ということで、１棟４戸のＪＡのファーミンクラブという形で、

施設を農協が持っているとのことでありますが、近年、ここでの実績がないということで苦労

をされているようでございます。それから、今ありましたように、常呂においては女性専用フ

ァーマーズハウスを、平成２４年３月に新築いたしました。 

 議員からもありましたように、２４年に３件、ここでの実習があって、そのうち１名が町内

の農業者の方と結婚されたという実績があるようでございます。管内的には、その町その町の

いろんな取り組みがありまして、清里のように従来は住み込みという形で、訓子府町辺りも今
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も住み込みの形をとっているというようなことであります。 

 先ほどありましたように、生活様式が変わっておりますし、一緒に住むという、そういうの

はなかなか現状としては難しいんだろうと思っております。プライバシーの問題もございます

から、やっぱりそれぞれの所に自分でというのが最もベターな姿ではないかなと私も思ってい

るところでございまして、いろんな受入れ体制側の作業の分担の問題もありますし、また、来

られる方のイメージもいろいろあるというようなことですから。ただ、問い合わせは年間に１

件ないし２件は今もあるということでありますので、そこら辺の状況もうまくマッチングすれ

ば、清里としても担い手対策協議会が中心となりながら、制度を起こして、受入れ体制を求め

ているわけでございますので、しっかりと対応していきたいと思っております。 

 先ほど申し上げましたが、新たな施設をここに求めるという以外にも、空き家をうまく活用

させていただくだとか、宿泊施設を活用し、そこに宿泊した場合の支援の方法を強化するとか、

いろんな方策が取れると思っておりますので、そうした中で、実態に合うようにいろいろ関係

機関とも相談しながらやっていっていきたいと思っております。そんなことで、現状をしっか

りと認識をしながら、我々も規模拡大が進んで大変な状況になっているという、先ほどの議論

の中でもいろいろ認識をしているところでございますので、そういう形に少しでも近づけるよ

うに努力をしていきたいと思っている次第でございます。 

 以上、申し上げて、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 将来に対する担い手対策と、あまり行使できないのですが花嫁対策、後継者の花嫁対策が、

大きな問題でないかなと思います。これから、どう農業が変わるとしても、土地はなくならな

いので、少しでも農家戸数が減少しないように、現状規模で有効な農業経営ができるような６

次産業でも、食っていけるような方策をとっていけば、他からも大規模だけではなかなか来な

いけど、いろんなことに取り組んでいるよという、そういう姿勢を見せて、そういう研修者は

やっぱり地元に来れば清里の応援団にもなると思うので、是非、関係機関は力を入れて、推進

していってほしいなと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほどの話でもありましたが、このままの推移でいけば、農家戸数はさらに一段と減少する

という予測もされているところであります。最も後継者対策で近間にあるのは、やっぱり後継

者における花嫁対策だと認識もいたしております。新たな新規就農者をここで求めるよりも、

どちらかと言うと後継者の方でまだ配偶者を得ていないという方に、配偶者を求めていただい

て、そして、時代をつないでいくということが一番大切な方法だろうと認識をしているところ

でありますので、これらの関係、それぞれ関係機関で構成する担い手対策協議会の中では実施
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はいたしておりますが、そこに預けっ放しということではなく、それぞれの機関団体において

も、精力的にこれらの対応に向けて取り組んでいくように、私の方からもそれぞれの関係機関

にも申し上げながら、進めさせていただき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、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 努力を期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、一般質問を終わります。 

 

●日程第１１  議案第４９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第４９号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第５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（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第４９号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第５号）に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ６,０３６万円を追加し、

予算の総額を４４億７,６５１万２千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。 

 それでは、歳入歳出補正予算の内容についてご説明申し上げます。初めに、今回補正提案さ

せていただく主な施策事業の内容について説明申し上げますので、別冊の審議資料をお手元に

ご用意ください。資料の３ページをお開きください。補正予算概要により説明申し上げます。

なお、事業費内の上段の括弧の数字は補正後の当該事業の予算総額でありまして、財源内訳に

つきましては資料に記載のとおりであります。特異的なもの以外は説明を省略させていただき

ます。 

 ２款総務費・２項総務管理費・５目自治振興費・道路防犯灯ＬＥＤ化推進事業につきまして

は、機材の劣化などにより消灯したものから逐次更新の計画で実施してまいりましたが、想定

を超える更新により今回補正を行うものであります。補正額は１１６万円であります。 

 ２款総務費・２項総務管理費・７目防災対策費・緊急情報配信システム整備事業業務委託に

つきましては、災害緊急時の情報提供ツールとして防災メールシステムを導入するものであり、

補正額は４２０万円であります。 

 ２款総務費・３項開発促進費・１目企画振興費・公共施設太陽光発電導入設計業務委託料に

ついては、平成２６年度により計画的に導入する公共施設１４カ所分の実施設計業務経費の補

正であり、補正額は５５６万５千円であります。 
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 ４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費・歯科訪問診療用ユニット整備事業につ

きましては、在宅歯科診療に要する機材の経年劣化による更新であり、補正額は２８１万９千

円であります。 

 ４款衛生費・１項保健衛生費・４目環境衛生費・国民健康保険事業特別会計拠出金事業につ

きましては、前年度医療給付費負担金の精算により返納金が生じたため、国保会計への拠出金

１,１７６万３千円の補正であります。 

 ５款農林水産業費・１項農業費・５目道営整備事業費・清里地区道営農地整備事業につきま

しては、農地基盤整備事業量の増加のため町負担金を補正するものであり、その他の財源４７

０万円は受益者負担であります。 

 ４ページをお開きください。７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費・市街地道路排

水整備事業については、羽衣地区中央通りの排水機能強化のための工事であり、補正額は７１

８万２千円であります。 

 ９款教育費・２項小学校費・１目学校管理費・小学校修繕事業は、緑町小学校校舎、体育館、

清里小学校特別教室修繕に対する補正１３１万５千円であります。 

 ９款教育費・２項小学校費・２目教育振興費・理科教育設備整備事業は、新学習指導要領に

対応した教育器材の整備のため２６４万８千円を補正するものであります。国庫支出金１２１

万４千円は、文部科学省理科教育設備整備等補助金であります。 

 それでは続きまして、事項別明細書により補正予算の内容につきましてご説明申し上げます。

別冊の補正予算に関する説明書をご用意ください。歳出より説明申し上げますので、一般会計

の事項別明細書４ページをお開きください。 

 ２款総務費・２項総務管理費・２目財産管理費の補正につきましては、寄付金２件、３５万

円を基金に積立するものであります。 

 ５目自治振興費１１６万円は、先ほど説明いたしました防犯灯ＬＥＤ化の修繕料であります。 

 ６目交通安全対策費・１１節需用費２４万５千円の補正につきましては、交通指導員制服購

入費であり、特定財源その他４万円は北海道交通安全指導員連絡協議会からの助成金となりま

す。 

 ７目防災費・１３節委託料は、先ほど説明いたしました防災メールシステム整備に係る委託

料４２０万円であります。 

 ２款総務費・３項開発促進費・１目企画振興費・１３節委託料についても、既に説明のとお

り、公共施設等への太陽光発電導入ための実施設計委託料５５６万５千円であります。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・２目障害者自立支援費・２３節償還金利子及び割引料は、障

害者自立支援に係る措置費の国、道への過年度返納に係る補正１２８万５千円であります。 

 ５ページをご覧ください。４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生費・１３節備品購入

費は、先ほど説明を申し上げました歯科訪問診療用ユニット２８１万９千円の補正であります。 

 ２目予防費・１３節委託料は、全国的な風疹予防対策としての補助事業実施費用の補正２６

万円であります。 

 ３目各種医療対策費・２８節拠出金は、先ほど説明申し上げました国保会計への拠出金１,

１７６万３千円であります。 

 ４目環境衛生費・１１節修繕料４０万６千円は、葬斎場零台自動扉の駆動装置改修に係る補

正であり、拠出金６万円の減額は前年度繰越金精査に係るものであります。 
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 ５款農林水産業費・１項農業費・５目道営整備事業費・１９節負担金補助及び交付金は、先

ほど説明申し上げました道営農地整備事業負担金及び土地改良事業団体連合会負担金であり、

財源内訳の国道支出金は道負担金４２３万円、受益者負担４７０万円、一般財源が１,１１９万

５千円であります。 

 ６ページをお開きください。７款土木費・１項道路橋梁費、１目道路橋梁費・１５節工事請

負費は、先ほど説明申し上げました羽衣地区中央通りの道路排水工事に係る７１８万２千円の

補正であります。 

 ９款教育費・１項教育総務費・２目教育諸費・１１節需用費は、教員住宅前砂利道補修に係

る修繕料４０万２千円の補正であります。 

 ２項小学校費・１目学校管理費・１１節需用費につきましては、先ほど説明を申し上げまし

た小学校２校の修繕料１３１万５千円の補正であります。 

 ２目教育振興費・１８節備品購入費につきましても、既にご説明を申し上げました新学習指

導要領に対応した教材整備に係る小学校分１８６万円の補正であり、特定財源の国道支出金は

国庫補助金であり、一般財源は９３万５千円となります。 

 ７ページをご覧ください。３項中学校費・２目教育振興費・１８節備品購入費も同じく中学

校における新学習指導要領に対応した教材整備であり、特定財源２８万９千円は国庫補助金で

あり、一般財源は４９万９千円であります。 

 ５項保健体育費・４目スキー場管理費・１１節需用費は、スキー場圧雪車修繕に係る６９万

５千円の補正となります。 

 それでは歳入につきまして説明申し上げますので、１ページにお戻りください。歳入は総括

でご説明申し上げます。１款地方交付税４,８３１万４千円の補正については一般財源として所

要額を補正するものであり、１８款諸収入１５５万２千円につきましては障害者自立支援の道

費追加交付分であります。この他、各款の歳入につきましては補正概要及び歳出の中でご説明

申し上げましたので省略をいたします。以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 補正の中で、一般質問の中にも出ていました総務費・開発促進費の太陽光導入公共施設１４

についてのその中で確認をしておきたいのですが、今朝ほどの資料の中に２６年度からの５カ

年間の計画が出されてあったわけですが、基本的に防災を中心にということが、公共施設と同

時に防災ということが大きなテーマであると。目的ですよという表現がされたわけですが、２

６年度のスタートにあたって防災の拠点というのがどこなのか。基本的にこの１４の中で重点

的に考えている防災としての拠点はどのように捉えているのか、ちょっとお伺いをしたいと思

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 防災の拠点なり、防災の考え方としては、本日の一般質問で、町長の答弁の中にもありまし

たように、例えば、本町における高齢者施設２カ所の清楽園と老健、これにつきましては、生

命に関わる部分のこともありますので、いわゆる防災としての考え方もありますが、年度プロ

ットの中でどこの施設の配置につきましては別として、防災なりの観点でいけば生涯学習総合

センターなり、町民会館なり、札弦センターなりというような避難所もありますけれども、そ

れが今のところ私どもが考えてるところでありますが、この年度も今後の検討の中で若干の移

動があるということは、ご理解願いたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 計画を明年度から計画を実施していく中で、変更があるかもしれませんという表現はいかが

なものかなと。しかも、緊急を要するということで補正をかけているわけですよ。しかも今、

課長の答弁にありました防災拠点としての考え方、当然のように、老健あるいは清楽園という

ことも当然でしょう。そこで課長が言われた一般の災害時における生涯学習センターとか、こ

ういうものに対しての整備、町民会館等や札弦センター、そういうものはあるわけですから、

そういうものが２６年度の当初に来ないとならないというふうに考えるわけです。 

 しかも、町長の今日の一般質問の答弁の中にありましたが、５０キロを超えるものに対して

は非常に送電網の問題があって非常に厳しいのが現状だと、こういう表現があったわけですが、

ここに書かれている１４施設、実際にもう始まって付いている所。付いている所は無いですね。

これから付ける所にあたっての北電との送電網の協議というのは、計画書が出ないと具体的な

協議はできないと思いますが、トータルとしてこういう環境では可能だという認識で行ってい

るのか。そうでない、もしも部分的にいろんな問題があった時に、この集約するなり、あるい

はどこかを削除しないとならないという問題が起きてこないのか。そのことは問題なく、この

１４施設を年度は多少前後するとしても、できるという確信のもとにされているのか。送電網

の関係。 

 それと、この防災拠点としての考え方のその部分、課長の言うことでいくと、私はちょっと

ずれがあるんでないかなと。 

 それともう１つは、この上に想定される費用としてありますが、ここの部分でこのパワーコ

ンデショナー、１０年から１５年、これは５．５キロワットという条件があるのですが、こう

いうものっていうのも、設備の大きさやそういう環境によって非常に変わってくるものがある

だろうと。これは、単純に行政がやる時に営利目的だけの問題ではないですが、やはり、ある

程度こういう施設の問題に関しては、結果としてやっぱり後々の管理費の削減を図れることで

あるとか、あるいは今後導入するであろう蓄電池の関係に関しても、各施設にするのは非常に

大変なことですよ。町長の答弁にもありましたけれども。だとしたら、重点的にどういう施設

を本当に防災拠点としてきちっとやっていくのか。この１４施設全部に本当にこの太陽光の環

境が必要なのか。あるいはいろんなことを考えた時に、もっと集約してやっていくべきではな

いのか。 
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 こういうものを出す時に、この補正を組む今朝の段階で再度また資料って。この２６年度か

らの年次計画があります。今日の一般質問の答弁である町長の言われていたことと、もう少し

整合性のあるような補正の出し方、事業展開をしていただきたいとこのように思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 既に説明申し上げました、委員会等で説明申し上げました施設につきましては、１４カ所で

ご説明させていただいているところであります。その中で、加藤議員おっしゃる、重点的に設

置、配置する必要があるのではないかというような部分につきましても、今後実施設計の中も

十分に町の考え方、意見反映もできると思っております。それが基本的には１４の施設、提示

申し上げました１４施設の中で行ってまいるのですが、その実施設計の中で、例えば当然調査

していく中で今、町が考えている規模なり何なりが、その施設の立地条件なり何なりに合って

いくかどうか、これについても、調査の結果を踏まえた中で検討していくというなことがあり

ますので、ご理解願いたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 それは委員会でも同じことを言われていて、今回の資料の中でも出ているわけですが、それ

ですと５５６万５千円。これは１４カ所にそうしていくという予算計上なんですよ。仮に集中

してやっていく方がいいだろう、ここはちょっと取り除いた方がいいだろう、こうなった時に、

これ設計段階では１４カ所をやるために５５６万５千円必要なんですよ。ポンとやっといてか

らではなくて、もっと具体的に、１、２カ所減らせるとしたら、この委託費も下がる可能性だ

ってあるわけじゃないんですか。この辺について、もう最後の質問なっちゃうんですけども、

そういうことを今の課長の答弁からすると、これがもし効率的にしようとしたり、あるいは本

当に災害時における時の集中的に将来の発電、蓄電池の関係を考えた時にしていこうとしたら、

これが変更になってくる可能性だって、私は出てくるんじゃないかと思うんですよ。この辺の

予算の組み方、発注するまでに、発注するまでの間、もう少しこれを総額として考えますので、

具体的にもう少し詰めた方法の提示をされた方が良いような気がするのですが、その辺につい

てどうですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 施設の立地条件なり中身につきましては、例えば容量の問題で容量の部分で大小が出てくる

という考えでおります。従いまして、その施設１４施設が１３カ所、１２カ所というふうな形
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で減少していくとは原課としては考えておりませんので、その辺の設計費の上限が出てくると

は考えておりませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 送電線の関係についての答弁は。 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 送電線網の関係でございますが、これつきましては、５０キロワット以下につきましては対

象外ということで確認をとっております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 ただ今の３項開発促進費の関係の公共施設の関係であります。昨年でありますけども、再生

可能エネルギー導入可能性の調査ということで、８月に調査をされたと私は理解しています。

その時に答弁の中で、これらの調査結果を踏まえて検討する組織を立ち上げるとか作るとかと

いうようなお話をされたと思ってございます。これは、私が理解する開発審議会だと理解して

よろしいでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 そのとおりございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 そうすると、今日の池下議員の一般質問の中で、開発審議会の中でこれらの部分も全てお話

をして、協議が進んでいるというふうにお話を聞いた記憶をしているわけでありますが、この

具体的な話でなくて、太陽光を造りたいという意向を伝えたと理解して良いのか。それとも、

この具体的な１４施設云々という部分については、私も委員でありますけれども聞いた記憶が

ない。太陽光を付けるよという、ただの意見を聞いたということで、開発審議会は理解をして

くれたと、そういう捉え方をされておられるのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 調査の概要について、ご説明させていただいたところであります。従いまして、具体的な形

での１４カ所の公共施設、１４カ所に太陽光を設置する云々のこの辺の具体的な執行計画、事

務事業の計画についてはお話を申してはおりませんが、総体的な町の再生可能エネルギーに関

わる部分での政策的な判断なり、協議はさせていただいたと理解しております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 捉え方の問題だろうと思ってございますし、委員の中では当然これで決定すれば、当然相談

されて理解をして、私たちも賛成したというふうに理解するところがありますが、どう見ても

そこまではいっていない。協議するという部分は当然、個々の捉え方が違うと考えて良いのか

もしれませんが、私の理解では到底理解できないと言いますか、よく協議をしたという言葉が

ちょっと理解できないのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 総合開発審議会につきましては、町の政策的な判断なり、町の政策的な方向性なり、これに

ついてご協議申し上げたと理解しております。従いまして、この再生可能エネルギーの活用に

ついて、総合開発審議会については一定のご理解をいただいたと思っております。また、再生

可能エネルギーの具体的な太陽光なり、小水力なり、他のエネルギーの関係の利用につきまし

ては、所管の委員会で説明を申し上げ、ご理解願ったと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ３回で終わりですが、特別に１回認めます。畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 開発審議会の関係については、当然あの会というのは町長の諮問機関、町長が諮問されなか

ったら協議できないという部分の中では、具体的にその案件については協議をされてないとい

うふうに思ってございます。私は。開発審議会もそうですし、委員会の関係についても当然、

本会議までにはいろんな資料が出てくると理解をしていたわけでありますが、当日この文面で

出てきて、これでよく議会と相談をされているという理解をされる言葉遣いが、ちょっとまだ

私には理解できないと思ってございますので。終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。私どもの理解では、総務文教常任委員会におきまして、再生可能エネルギーの導
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入計画案から再生可能エネルギーの導入計画、いわゆる行政計画について説明申し上げまして、

ご理解をいただいたと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質疑がなければ、これで質疑を終わりたいと思います。 

 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４９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第４９号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第５号）は原案どおり

可決されました。 

 

●日程第１２  議案第５０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第５０号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第５０号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり２,４７３万６千円を追加し、予算の総額を４億

２,５５６万４千円とするものです。 

 第２項につきましては、別冊の補正予算に関する説明書によりご説明いたしますので、一般

会計の次、薄茶色の表紙、介護保険特別会計事項別明細書をお開きください。 

 今回の補正は、本年度の介護給付費の当初申請額確定による国庫負担金、道負担金及び支払

基金交付金の介護給付費の負担額の増額及び現在までの給付の伸びに基づく保険給付費等の増

加補正、合わせて平成２４年度介護給付費の確定による道負担金額の追加交付及び超過交付を

受けたものの返納、さらに繰越金の確定により補正を行うものです。 

 初めに歳出からご説明いたしますので、４ページをお開きください。１款総務費・２項賦課

徴収費・１目賦課徴収費は、当初見込みを超えて過年度還付が発生いたしましたので２万５千

円を増額補正するものです。財源は繰越金です。 

 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１,６８９万２千円
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の補正は、これまでの実績に基づき、居宅介護サービス給付費と居宅介護サービス計画給付費

を増額するもので、財源は国道支出金５２６万円で、国庫支出金が１２３万７千円、道支出金

が４０２万３千円、その他財源の１,１２８万１千円は支払基金交付金、一般財源３５万１千円

は繰越金です。 

 ２目施設介護サービス給付費も、これまでの実績に基づき、施設介護サービス給付費を５０

０万円増額するもので、財源は支払基金交付金であります。 

 ４款基金積立金・１項基金積立金・１目基金積立金の補正は、前年度繰越金の一部１３５万

１千円を基金に積立てるものであり、一般財源は繰越金です。 

 ６款諸支出金・１項償還金及び還付金・１目還付金１４６万８千円の補正は、平成２４年度

介護給付費等の確定による精算の結果、超過交付金を国道支払基金に返納するものであります。

財源内訳の一般財源は繰越金です。 

 次に、歳入につきまして総括で申し上げますので、１ページにお戻りください。歳入の３款

国庫支出金、４款道支出金、５款支払基金交付金は特定財源で、８款繰越金は一般財源でござ

います。以上で、補正予算の説明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５０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５０号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

は原案とおり可決されました。 

 

●日程第１３  議案第５１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第５１号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

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

 ただ今上程されました、議案第５０号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１,３１４万６千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ７億６,５２７万７千円とするものでございます。 

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

ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定及び前年度医療費確定に伴う負担金などの返納金の補正

を行うものでございます。 

 それでは、歳出よりご説明いたしますので、黄色の事項別明細書の２ページをお開きくださ

い。１１款諸支出金・２目償還金・２３節償還金利子及び割引料１,３１４万６千円につきまし

ては、前年度の負担金及び補助金の精算による返納金の確定に伴い、療養給付費負担金返納金

１,３１０万６千円、特定健康診査等負担金返納金４万円を補正するものでございます。特定財

源のその他１,１７６万３千円は一般会計繰入金でございます。 

 歳入につきましては上段でお示ししているとおり、特定財源であります繰入金１,１７６万３

千円と、一般財源であります繰越金１３８万３千円を補正するものでございます。以上で提案

理由のご説明といたします。 

 

○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５１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５１号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）は、原案どおり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第５２号 
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○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第５２号 平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第５２号 平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ３万５千円を追加し、予算

の総額を歳入歳出それぞれ５,９４１万９千円とするものでございます。 

 第１条第２項につきましては、別冊の後期高齢者医療特別会計事項別明細書により後ほどご

説明申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い補正を行うものでございます。 

 それでは歳出よりご説明いたしますので、緑色の事項別明細書の２ページ目をお開きくださ

い。１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費６千円につきましては、事業運営に係る費

用として補正をするものでございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合会納付金・１目後期高齢者医療広域連合納付金２万９千円につ

きましては、前年度分保険料を納付するためそれぞれ補正をするものでございます。 

 歳入につきましては上段でお示ししているとおり、一般財源であります繰越金３万５千円を

補正するものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５２号 平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 
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●日程第１５  議案第５３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第５３号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第５３号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）につきまして、提案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２７４万５千円を追加し、

予算総額を６,７４６万１千円とするものであります。 

 第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げますが、今回の補正は平

成２４年度決算書に伴います繰越金の確定による調整措置として、基金への積立と施設光熱水

費への補正を行うものあります。 

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

仕切り、簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の２ページをお開きください。歳出

よりご説明申し上げます。１款総務費・１目一般管理費５万円の増額は、水道施設の光熱水費

として増額補正するものであります。 

 ４款基金積立金・１目積立金につきましては、１款総務費の補正財源以外の２６９万５千円

を積立てるものであります。 

 歳入につきましては４款繰越金であり、補正額は２７４万５千円であり、補正後の繰越金は

４７４万５千円となります。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。 

 お諮りします。本件については討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 
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 起立全員です。 

 したがって、議案第５３号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

は原案どおり可決されました。 

 

●日程第１６  議案第５４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第５４号 平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第５４号 平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 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１９０万円を追加し、予算

総額を１億２３７万円とするものであります。 

 第２項につきましては、後ほど事項別明細書にご説明申し上げますが、補正の内容は、平成

２４年度決算書に伴います繰越金の確定による調整措置及び施設需用費の補正を行うものであ

ります。 

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

切り、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをお開きください。歳

出よりご説明申し上げます。１款総務費・２目施設管理費１９０万円の増額は、処理施設をお

けます光熱水費と機器類の修繕料として増額補正するものであります。 

 ３款公債費・１目元金につきましては、前年度繰越金の確定による財源調整措置として一般

会計繰入金を６万円減額し、繰越金を財源とする一般財源へ振替えを行うものであります。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので、１ページにお戻りください。歳入につきまして

は総括でご説明いたします。４款繰入金につきましては、繰越金の確定による調整措置であり、

６万円を減額補正。５款繰越金につきましては、平成２４年度繰越金の確定により１９６万円

を増額補正いたします。以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。これから議案第５４号を採決します。この採決は起立によって行いま
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す。本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５４号 平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）は原案とおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、池下議員からの一般質問の中で、後ほど報告する事項について用意ができたそうで

ございます。副町長より説明をお願いいたします。副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 一般質問の中で、池下議員から質問のございました数字の関係でございます。事務局長の整

理によりまして、平成２４年度の入札を行った事業費、それから、その内地元業者の落札額等

の率を出せということで整理されております。入札された中でも土木、建築、測量設計、測量

設計調査、それに対する入札を行った事業費は総計で１０億９,９９８万円でございます。内、

地元業者が落札したその中の額といたしましては、９億８９９万５,５００円。率といたしまし

て８２．６４％となってございます。以上、報告を終わります。 

 

●日程第１７ 認定第１号 ～ 日程第２３ 認定第７号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第１７ 認定第１号 平成２４年度清里町一般会計歳入歳出決算

認定についてから、日程第２３ 認定第７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出

決算認定についてまで、都合７件を一括議題とします。 

 お諮りします。審査の方法については、議会先例により提案理由の説明を省略し、議長と監

査委員を除く全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査したい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長と監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上審査することに決定しました。 

 ここで暫時休憩します。休憩中に決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願い

いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（村尾富造君） 

 決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選が終わりましたので、その結果を報告いたし

ます。委員長に田中誠君。副委員長に池下昇君。以上のとおり報告がありました。 
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 なお、審査の日程は本日から２０日までの３日間に決定したとの報告がありましたので、お

知らせいたします。 

 お諮りします。決算審査特別委員会が終了するまで休会にしたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、決算審査特別委員会の審査が終了するまで休会とすることに決定しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 

                               散会 午後 ３時１４分 
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平成２５年第６回清里町議会定例会会議録（９月２０日） 

 

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   柏 木  繁 延 

    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   藤 代  弘 輝 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 

    教 育 長   村 上  孝 一 

    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 

    農業委員会事務局長   斉 藤  敏 美 
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    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    柏 木  繁 延 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   小 貫  信 宏 

    主       査   鈴 木  由美子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

認定第１号～認定第７号（決算審査特別委員会審査報告） 

意見案第９号  道州制導入に断尾反対する意見書について 

意見案第１０号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための

意見書について 

発議第 ２号  議員の派遣について 

道内所管事務調査報告について（総務文教常任委員会・産業福祉常任委員会） 
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                                                       開会 午後 ２時４５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  認定第１号～認定第７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 認定第１号 平成２４年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定

第７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件を一

括議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 決算認定報告。平成２５年９月１８日、第６回清里町定例町議会において、決算審査特別委

員会に付託された平成２４年度清里町一般会計及び各特別会計の決算認定について、審査の結

果、次のとおり決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。 

 １．審査案件 認定第１号 平成２４年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、

認定第７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで。 

 ２．審査期日 平成２５年９月１８日から２０日までの３日間。 

 ３．審査の結果 各会計とも認定すべきものと決した。 

 委員会の意見。平成２４年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について、審査を行った

結果、各会計はそれぞれ適正に予算執行及び事務処理が行われており、所期の目的が達成され

たものと認めます。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標においても健全財政を維持して

いると判断いたします。町税、使用料等の自主財源は、人口の減少や景気の低迷等により大き

な伸びは期待できません。また、主要財源である地方交付税においても、国の財政状況や施策

等による影響も懸念されます。今後とも、将来を見据えた計画的な財政運営と、町民の福祉向

上と町政発展のため実施された各種事業が有効的、効率的に活用されることを望むものであり

ます。ついては、今回の決算審査特別委員会の中で出された意見等を十分に整理・検討され、

新年度予算の編成に反映させるとともに、今後の事業執行にも積極的に対応されますよう要望

いたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 委員長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

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

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、これから認定第１号から認定第７号までを一括して採決します。この採決は起

立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の方は

起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、認定第１号 平成２４年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第７号 平成２４年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件は

委員長の報告のとおり、認定することに決定いたしました。 

 

●日程第３  意見案第９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 意見案第９号 道州制導入に断固反対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。総務文教常任委員会委員長 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 意見案第９号 道州制導入に断固反対する意見書について。本件について、地方自治法第９

９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。平成２５年９月２０日提出 清

里町議会総務文教委員会委員長 畠山英樹。 

 次のページをお開きください。意見書の内容を抜粋して、読み上げます。 

  ～意見書 朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 
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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。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第９号 道州制導入に断固反対する意見書については、原案どおり決定

されました。 

 お諮りします。ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等については、そ

の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 

 

●日程第４  意見案第１０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第４ 意見案第１０号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保の

ための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。産業福祉常任委員会委員長 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 意見案第９号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書

について。本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する

ものとする。平成２５年９月２０日提出 清里町議会産業福祉常任委員会委員長 村島健二。 

 次のページをお開きください。読み上げます。 

  ～意見書 朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 
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（「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。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第１０号 森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保

のための意見書については、原案のとおり決定されました。 

 お諮りします。ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等については、そ

の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 

 

●日程第５  発議第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 発議第２号 議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。本件については、記載のとおりの内容で議員の派遣を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、本件については、原案のとおり派遣することに決定いたしました。 

 

●日程第６  道内所管事務調査報告について 
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○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 道内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。産業福祉常任委員会委員長 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 道内所管事務調査報告。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２５年６月２６日と２８日の２日間、道内所管事

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、１日目は新篠津村における観光振興について、道の駅、キャンプ

場、温泉施設、産直市場等の取り組みについて。２日目は美唄市にあります廃校小学校の教室

や体育館、学校敷地を活用した芸術文化施設について、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きましても、少子高齢化が進む中、まちづくり対策や地域振興対策の先進

地事例であります。詳細については報告書に記載されておりますので、ご参照ください。 

 今回の調査結果につきましては、これからの常任委員会活動における政策提言等に活かして

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、道内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） 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２５年第６回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

                               閉会 午後 ３時０１分 

 


