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平成２６年第１回清里町議会定例会会議録（３月１０日） 

 

 平成２６年第１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 



2 

    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。 

   請願第 １号  ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願について 

   推薦第 １号  清里町農業委員会委員の推薦について 

   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 １号  北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

   議案第 ２号  網走市外３町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について 

   議案第 ３号  職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の一部を改正す

る条例 

   議案第 ４号  清里町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例 

   議案第 ５号  戸籍事務電算化業務委託契約の一部を変更することについて 

   議案第 ６号  緑温泉の指定管理者の指定について 

   議案第 ７号  町道路線の廃止及び認定について 

   議案第 ８号  平成２５年度清里町一般会計補正予算（第７号） 

   議案第 ９号  平成２５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１０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４号） 

   議案第１１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２号） 

   議案第１２号  平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第１３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２号） 

   議案第１４号  平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第１５号  平成２６年度清里町一般会計予算 

   議案第１６号  平成２６年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第１７号  平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第１８号  平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第１９号  平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第２０号  平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第２１号  平成２６年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   平成２６年度町政執行方針 

   平成２６年度教育行政執行方針 
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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２６年第１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  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２６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１９日までの１０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１９日までの１０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１９日までの１０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。 

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）市町村アカ
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デミー市町村議会議員特別セミナーについて。１月１６日から１７日までの２日間、千葉市に

おいて開催され、田中副議長・澤田議員・池下議員・前中議員が参加しております。記載の著

名な講師により幅広い講演が行われ、広く研鑽を深めてきたところであります。（２）オホーツ

ク町村議会議長会第６回定期総会について。２月５日大空町において開催され、村尾議長が出

席しております。記載の議事及び協議事項等が提案され、原案のとおり議決承認されておりま

す。（３）オホーツク圏活性化期成会要請活動について。３月３日北見市において開催され、村

尾議長が出席しております。記載の項目について伊藤・武部両衆議院議員に対し、要請を行っ

ております。（４）一部事務組合の会議等並びに（５）その他の会議行事等について。記載の会

議行事に議長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を開催

しております。 

３点目、視察来町について。２月１３日美深町議会議員２名が来町し、山村留学についての

内容で対応を行いました。 

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１２月分及び平成２６年

１月分について。５ページから６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２６年度第１回清里町議会定例会説明員等の報告について。７ページのとおり

となっておりますので、ご参照願います。 

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を申し上げたいと存じます。まず大きな１の主要事業の報告

でございます。 

１点目、平成２５年斜里地区消防組合議会第４回定例会の結果についてでございますが、去

る平成２５年１２月２５日斜里町総合庁舎の３階議事場で開催されております。付議事件につ

きましては記載の３件でありまして、いずれも原案どおり可決承認がされたものであります。

なお、②の斜里地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例につきましては、建築基準法

施工例の改正に伴い適用条項について改正を行ったものでございます。③の平成２５年度斜里

地区消防組合一般会計補正予算第３回につきましては、前年度の繰越金及び人件費備品購入費

等の補正が主なものでございまして１,７３２万１千円の減額、補正措置を行ったものでござい

ます。 

２点目の平成２５年斜里郡３町終末処理事業組合議会第４回定例会の結果についてでありま

す。同じく昨年の１２月２５日に斜里町総合庁舎２階大会議室で開催がされております。付議
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事件につきましては記載の２件でありまして、いずれも原案どおり可決承認がされたものでご

ざいます。なお、②の平成２５年度斜里郡３町終末処理事業組合一部一般会計補正予算、第３

回につきましては、前年度の繰越金及び施設改築基金への積立金処理場管理費の補正が主なも

のでございまして４１７万６千円の追加補正を行ったものでございます。 

３点目、平成２６年斜里地区消防組合議会第１回定例会の結果についてでございます。２月

27 日斜里町総合庁舎３階議事場にて開催がされてございます。付議事件は記載の６件であり

ましていずれも原案通り可決、承認がされたものでございます。①の北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更に関する協議につきましては、組合を構成いたします市町村の一部事務組合

の変更に伴う協議となってございます。②の斜里地区消防組合、消防庁及び消防署長の資格を

定める条例の制定につきましては、消防組織法の改正により消防庁及び消防署長の資格につい

てそれぞれ消防組合条例で定めたものでございます。③の斜里地区消防組合手数料条例の一部

を改正する条例につきましては、危険物の規制に関する政令の改正に伴い、手数料の一部を改

正したものでございます。④平成２５年度斜里地区消防組合一般会計補正予算第４回につきま

しては、実行補正等消防救急デジタル無線整備事業に係る補正でございまして、３億３,３１４

万４千円の追加補正をしたものでございます。なおデジタル無線整備事業につきましては、全

額を平成２６年度への繰越明許費により措置をいたしてございます。⑤の平成２６年度斜里地

区消防組合一般会計予算につきましては、当初予算でありまして予算の総額を、８億２,９８８

万５千円と定めたものでございます。⑥のオホーツク町村公平委員会委員の選任につきまして

は、現委員であります奥谷公敏氏が３月３１日をもって任期満了となりますので再任につきま

して同意を求めたものでございます。次に２ページをお開きください。 

４点目、平成２６年斜里郡３町終末処理事業組合議会第１回の結果についてでございます。

同じく２月２７日、斜里町総合庁舎２階大会議室で開催がされてございます。付議事件につき

ましては記載の４件でありまして、いずれも原案通り可決、承認がされたものでございます。

①の斜里郡３町終末処理事業組合し尿処理条例の一部を改正する条例につきましては、消費税

の税率の改正に伴い、し尿処理量を改正したものでございます。②の北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更につきましては、先ほどの説明と同様でございます。③の平成２６年度斜里

郡３町終末処理事業組合一般会計予算につきましては、当初予算の総額を４億３,４０１万４千

円と定めたものでございます。④のオホーツク町村公平委員会委員の選任につきましても先ほ

どの説明と同様でございます。 

５点目の暴風雪の状況についてでございます。去る２月１６日から１８日にかけまして町内

一円が暴風雪にみまわれております。１６日の２１時４４分に暴風雪警報が発令をされ、１８

日の７時３６分にこれらの警報が解除されたところでございます。気象状況でございますが、

１７日１３時３５分に神威観測所これはアメダスの観測所でありますが、最大瞬間風速２１．

８メートルを記録したところでございます。道路の状況についてでありますが、記載の国道道

道におきまして１７日早朝より２０日にかけまして通行止めとなったところでございます。ま

たこの間、町道につきましては通行止め等の規制はありませんが、緊急事態に備えて待機体制

をとっていたところでございます。なお、この暴風雪による公共施設及び農業用施設等の被害

は報告がされておりません。 

次に３ページをお開き願います。大きな２の主要事業の執行状況であります。１の議決工事

の進捗状況でありますが、平成２６年３月１日現在における平成２４年度繰越工事進捗状況に
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ついてでございます。公営住宅建設工事につきましては、記載の工期、工事内容により実施が

されたものでございまして２月８日をもって完了をいたしてございます。内容といたしまして

は、ひまわり団地における２ＤＫの１棟４戸の公営住宅の建設であります。 

続きまして、平成２６年３月1日現在における平成２５年度工事の進捗状況でございます。 

１点目のパパスランド外構整備工事につきましては、記載の工期工事内容により実施されて

おりまして１月の３０日をもって完了をいたしたところでございます。内容といたしましては、

外構整備として駐車場４３３０平方メートル附帯施設一式となってございます。 

続きまして、戸籍事務電算課業務の委託につきましては、継続事業で実施をしているもので

ございまして、記載の工期工事内容により実施がされております。現在は、戸籍除籍改正原戸

籍データを作成中でございまして、進捗割合では１７％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でございますが、本件につきましては記載の工期工事内容により実

施がされております。１２月２０日をもって完了をいたしたところでございます。内容的には

受け入れ供給施設、その他となってございます。 

次に、４ページをお開き願います。大きな３の、主な会議行事等の報告でございます。 

１点目、ソチオリンピックスピードスケート日本代表選手選考協議会の応援でございますが、

去る１２月２７日と２８日に長野市エムウェーブにより開催されております。２７日には松井

宏祐選手が１,５００メートルに、２８日には岡崎朋美選手が、５００メートルにそれぞれソチ

オリンピックへの選考をかけて出場をされております。清里町よりオリンピックスピードスケ

ートの後援会といたしまして、町長以下記載のみなさまで応援団を構成し、応援を行ってきた

ものでございます。競技の成績は記載のとおりでございます。お二人ともに最終選考では、オ

リンピックでの出場はかないませんでしたが、全力での挑戦に町民の皆さんとともに惜しみな

い拍手を送り、健闘を称えたいと思います。 

次に、平成２６年清里消防団出初式についてでありますが、１月４日清里市街及び町民会館

にて開催がされております。武部代議士秘書、高橋道議会議員斜里警察署長を初め、町内外よ

り多くのご来賓の方々のご臨席をいただく中、清里消防団本部及び各分団署員ほか１３０名が

参加をいたしまして、分列行進の後に町民会館におきまして式典、並びに表彰式が行われたも

のでございます。 

次に、第３６回まちづくり住民大会についてでございます。２月１５日生涯学習総合センタ

ーにて開催がされております。清里町まちづくり運動推進協議会の主催の下で地域の絆作り、

地域コミュニティーの再生と安心と安全なまちをめざしてをテーマに開催され、２５０名の皆

さんの参加をいただき、名寄市私立大学より播本教授を講師にお招きいたしまして、御講演を

いただき、研鑽を深めたところでございます。なお、当日はオープニングとして創立１００周

年を迎えました光岳小学校の生徒さんたちによる竜神太鼓の元気な演奏と自治会花壇コンテス

トの表彰と紹介、共創のまちづくり事業の認定団体からの活動状況報告とゆるキャラの発表、

参加交流会では特産品の試食に合わせてステージ発表を行い、連合青年団による郷土芸能竜神

太鼓の力強い演奏をいただき、盛会の内に終了をし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。 
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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。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。大きな１の主な会議行事等の報告であります。 

１点目、平成２６年清里町成人式について。１月５日プラネットにおいて４０名が出席して

成人式が開催され、主催者式辞、来賓祝辞の後、成人者が一人ずつ登壇し二十歳の誓いを述べ

ました。また、終了後において、成人者の実行委員会主催による交流会が行われています。 

 ２点目、清里町冬休み学習サポート教室について。本年度夏休みに続いて２回目の実施であ

りまして、小中高校の連携により基礎学力の定着と学力向上を図るため、教員経験者や学生ボ

ランティア等を講師に学習サポート教室を開催いたしております。１月８日から１０日まで３

日間、小中高合わせて９３名が参加をいたしております。 

３点目、スポーツ合宿の受入について。１つは網走地区中学校女子バレーボール部地元の清

里中学校も参加して、管内より９校の生徒顧問合わせて１１２名が集まり、１月１１日から３

日間トレーニングセンターで合同合宿が行われました。もう１つは、網走地区中学校男子バレ

ーボール選抜チームで生徒顧問合わせ、２９名が２月２２日から２日間トレーニングセンター

で合宿が行われています。 

４点目、第４５回斜里郡三町スピードスケート競技大会について。本年度は清里町が当番町

でありまして、２月９日町営スケートリンクにおいて、３町より小中学生６５名が参加して開

催されております。２ページをお開きください。 

５点目、一般町民まなびすと海外派遣研修事業について。本年度は教育委員会の企画募集に

より姉妹都市でありますニュージーランドモトエカ町を中心とした研修を実施いたしました。

２月１４日から２１日まで８日間、一般参加７名随行職員合わせて８名が参加し、モトエカ町

民との交流を初めニュージーランドの自然、歴史、産業等を学び帰町いたしております。 

６点目、第３０回自治会対抗ミニバレーボール大会について。冬期間の運動不足解消と町民

交流を目的に２月１６日トレーニングセンターにおいて３２チーム１７１名が参加して開催さ

れております。 

７点目、平成２５年度ことぶき大学修了式について。３月７日プラネットにおいて開催され、

修了生５８名に修了証書の授与また皆勤賞等の表彰が行われました。本年度の修了生は、６３

歳から９５歳まで平均年齢７８．７歳、年間出席率は８２．２％と高い出席状況となっており

ます。 

次に大きな２の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２４日に開催さ

れ、案件は記載の５件について審議されそれぞれ決定しております。 

大きな３のその他であります。 
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１点目、北海道青年農業者会議全道大会出場について。清里町プライズクラブについては、

昨年に続き管内大会で最優秀賞を受賞し、管内を代表して１月２８日から札幌市で開催された

北海道大会において、プロジェクト部門並びにアグリメッセージ部門で研究成果や意見発表を

行ってまいりました。 

２点目、全道大会出場について。清里中学校の関係です。次の３ページもあわせてご覧くだ

さい。第４４回北海道中学校スケート大会が１２月２６日から苫小牧市で開催され、記載の４

名が出場し、そのうち２学年前中香澄さんが全国大会進出を決めております。次に第１４回北

海道中学校新人剣道大会が１月１２日千歳市で開催され、清里中学校女子団体は管内で優勝し、

全道大会に出場しております。次は清里小学校関係です。第３回北海道ジュニアスキー技術選

手権決勝大会が３月９日比布町で開催され、管内大会で4位に入賞した６学年佐藤一生君がこ

の決勝大会に出場いたしております。次に清里水泳少年団の関係です。第３６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２３日に札幌市で開催され、

清里水泳少年団から小中高校生それぞれ１名が記載の種目に出場いたしております。 

３点目、全国大会出場について。第３４回全国中学校スケート大会が２月１日から長野市エ

ムウエーブで開催され、昨年に続き２年連続で、２学年前中香澄さんが５００並びに１,０００

ｍに出場し健闘いたしております。 

以上申し上げまして教育長、一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６  請願第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 請願第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係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。 

 

○議会事務局長（小貫信宏君） 

 ～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。 
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 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交渉等国際貿易交渉に係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交渉等国際貿易交渉に係る請願については、採択すること

に決定しました。 

 

●日程第７  推薦第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 推薦第１号 清里町農業委員会委員の推薦についてを議題とします。 

 お諮りします。議会推薦の農業委員は、清里町農業委員会定数条例第２条第２項の規定によ

り２人とし、推薦の方法は、議会運営基準及び議会先例に基づき、議長が指名する選考委員を

もって推薦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、推薦の方法は議長が指名する選考委員をもって推薦することに決定しました。 

 選考委員は３名とし、田中議員、畠山議員、前中議員を指名します。 

 ここで、選考委員の結果が出るまで、暫時休憩いたします。 

休憩  午前 ９時５９分 

                             再開  午前１０時０５分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、会議を再開します。 

 選考委員の結果について、選考委員長の報告を求めます。選考委員長 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 推薦第１号 清里町農業委員会委員の推薦について、選考委員会の結果を報告いたします。

推薦につきましては２名でございます。お一人目は、住所 上斜里２７６番地、氏名 五味 

定信さん、５３歳。お二人目は、住所 江南３６４番地、氏名 青野徹さん、４６歳。 

 以上のように決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 
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○議長（村尾富造君） 

 ただ今、選考委員長より報告のありましたお二人を、清里町農業委員会委員として推薦する

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、五味定信君と青野徹君のお二人を、清里町農業委員会委員として推薦すること

に決定しました。 

 

●日程第８  同意第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 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うち奥谷公敏氏

が３月末日をもって任期満了となりますので、引き続き奥谷公敏氏を委員として選任致したく

地方公務員法第９条の２第２項及びオホーツク町村公平委員会規約第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

同意を得た上で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おい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、清里町の長が選任する」とした規定でご

ざいます。 

元湧別町長ございます奥谷公敏氏は、現在湧別町在中で昭和２４年生まれの満６４歳の方で

ございます。同氏の履歴の詳細につきましては、別紙に記載のとおりでありますので、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いたします。 

なお、委員の任期は、平成２６年４月１日から平成３０年３月３１日までの４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。 

 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。 
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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、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９  議案第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、

提案理由の説明を申し上げます。次のページをお開きください。 

北海道市町村職員退職手当組合の一部を改正する規約につきましては、上川管内の上川中部

消防組合及び胆振管内の伊達・壮瞥学校給食組合を削除する規約の変更であります。 

 

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、議案第１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更については、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第１０  議案第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第２号 網走市外３町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更につい

てを議題とします。 
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 本件について、提案理由の説明を求めます。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２号 網走市外３町障害程度区分認定審査会共同設置規約の

変更について、提案理由をご説明申し上げます。 

本件につきましては、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律の一部が平成２６年４月１日に施行され、障害者総合支

援法に規定する「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められることに伴い、網走市・斜里

町・小清水町と清里町が共同して設置する障害程度区分認定審査会の規約変更を協議するため、

議会の議決を求め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改正内容をご説明申し上げますので、審議資

料の２ページをお開きいただきたいと存じます。改正につきましては、アンダーラインで示し

てございます。表題と第１条及び第２条中の「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認

定審査会」へと名称を変更するものです。これは、障害の程度、重さではなく、標準的な支援

の必要の度合いを示す区分であることがわかりにくいということから変更するものです。附則

は、施行の日を定めるものです。 

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 網走市外３町障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１１  議案第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第３号 職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第３号 職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。次のページをお開きください。 

職員の就学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例につきましては、２年以内での修学及

び定年退職前５年間の部分休業について定めておりますが、今般の地方公務員法の改正により、

その期間設定の部分を削除し、地域の実情により条例において定めることとなりました。今般

の条例改正につきましては、地方公務員法で定めていた期間である修学部分休業については２

年間、高齢者部分休業については５５歳以降と、地方公務員法を踏襲する内容で条例改正する

ものであります。附則につきましては、施行日及び経過措置を定めるものであります。なお、

条例改正条文は、審議資料新旧対照表にありますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

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

                           （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第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 職員の修学部分休業及び高齢者部分休業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  議案第４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第４号 清里町社会教育委員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。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 清里町社会教育委員設置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、地域分権改革による第３次一括法の施行に伴う改正であり、これまで
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国が法令により地方自治体の自治事務などに関し、全国一律に定めていた義務付け・枠付けの

見直しが行われ、市町村において各種基準等を定めることが必要となることから、清里町社会

教育委員の委嘱に関する基準を新たに条例で規定するものであります。内容につきましては、

別冊の審議資料でご説明いたしますので、審議資料の４ページをご覧ください。 

改正前の条例第１条第１項のとおり現在の規定では、本町に社会教育法第１５条の規定によ

り社会教育委員を置くとしており、委員の委嘱に関する基準はこれまで社会教育法第１５条に

学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある

者の中から市町村の教育委員会が委嘱すると定められておりました。このため、市町村の条例

では基準を定めておりませんでしたが、この度の一括法の施行によりまして、社会教育法にお

いてはこの定めがなくなることから、改正後の条例のとおり第１条第２項として、新たに「社

会教育委員は次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。」とし、これまでの法にならいまし

て、第１号から第３号を加えるものであります。附則は施行期日を平成２６年４月１日からと

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 清里町社会教育委員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１３  議案第５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第５号 戸籍事務電算化業務委託契約の一部を変更することについてを議

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５号 戸籍事務電算化業務委託契約の一部を変更することに
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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、平成２５年第４回議会定例会にて議決をいただきました、戸籍事務電

算化業務委託契約の一部を変更することについて、条例の定めにより議会の議決を求めるもの

でございます。今回契約の一部を変更することにつきましては、本年の４月より実施されます

消費税率の引き上げに伴い、契約金額の変更を行うものでございます。現契約金額４,７２５万

円の消費税率引き上げに相当する５２万２千円を加え、変更契約金額４,７７７万２千円とする

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 戸籍事務電算化業務委託契約の一部を変更することについては、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第６号 緑温泉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６号 緑温泉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き等に関する条例第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

緑町２６番地 緑温泉でございます。指定する管理者の名称は、清里町緑町5番地 ヴェルデ

代表者は、工藤一仁でございます。指定の期間は、平成２６年４月１日から平成２９年３月３

１日までの３ヶ年でございます。 

以上で説明を終わります。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                          （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

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

                          （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第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 緑温泉の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されま

した。 

 

●日程第１５  議案第７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第７号 町道路線の廃止及び認定についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第７号 町道路線の廃止及び認定について、提案理由のご説明

を申し上げます。 

本件につきましては、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の定めに基づき、町道路線の

廃止及び認定について、議会の議決を求めるものであります。今回、廃止及び認定する路線に

つきましては、現在工事が進められております道道清里止別線の 1 期区間完了に伴いまして、

路線変更による新たに整備された区間を道道とし、旧道道を町道に振り替えるものであります。  

次のページをご覧ください。廃止する路線番号１１６番につきましては、新たな道道となる

路線です。認定する路線番号２４３番につきましては、旧道道を町道とするものです。同じく、

認定する路線番号２４４番につきましては、新たな道道に接続する町道として必要な区間の認

定であり、路線番号１１４番につきましては、今回の路線振り替えに伴います、起点位置の変

更を理由とする廃止及び再認定となっております。 

なお、位置図を審議資料５ページに添付いたしておりますので、ご参照ください。 

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） 
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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 町道路線の廃止及び認定については、原案のとおり可決されまし

た。 

 

●日程第１６  議案第８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第８号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第７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８号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第７号）につ

きまして、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ１億２,９０

３万3千円を追加し、予算の総額を４６億５,５４５万７千円とするものであります。 

第１条第２項につきましては、後ほど別冊の補正予算に関する説明書により説明申し上げま

す。第２条継続費の補正、第３条繰越明許費、第４条債務負担行為、第５条地方債の補正につ

きましては、ページを５枚お開きください。第２条継続費の補正につきましては、変更であり、

総務費・戸籍住民登録費・戸籍事務電算化業務委託料及び衛生費・保健衛生費・斜里郡３町終

末処理事業組合負担金の事業費がそれぞれ確定したので、変更するものであります。 

次のページをお開きください。第３表繰越明許費の補正につきましては、農林水産業費・農

業費・道営農地整備事業２,２３０万円、同じく、農道保全対策事業９４９万９千円を翌年度に

繰越すものであり、土木費・住宅費・公営住宅建設事業８,６７７万２千円及び消防費・消防デ

ジタル無線整備事業１億１,０８８万６千円につきましては、今般の国の補正予算による翌年度

繰越であります。 

次のページをお開きください。第４表 債務負担行為の補正につきましては、議案第６号に

おいて議決いただきました緑温泉指定管理者に係る追加であり、期間を平成２６年度から平成

２８年の３カ年とし、限度額を１,３９５万円とするものであります。 

次のページをお開きください。第５表地方債の補正につきましては、１の変更では、臨時財

政対策債から清掃センター長寿命化事業債まで、７事業において１億 7,16０万円を増額する

ものであり、２の廃止におきましては、パパスランド整備事業債において、充当財源確保によ
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り廃止とするものであります。 

それでは、別冊の事項別明細書により説明申し上げます。歳出より説明いたしますので、１

４ページをお開きください。事業費の精算、物件費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、主なもののみ説明させていただきます。

特別交付税、地方譲与税等、歳入の未確定なものや、今後補正等により執行する一部事業の歳

入歳出の確定処理が伴うものは、必要に応じ３月末をもって専決処分の措置をさせていただき

ますので、ご理解願いたいと存じます。 

１款議会費・１項議会費・１目議会費につきましては、不用額及び入札執行残の減額であり

ます。２款総務費・１項給与費・１目職員給与費１,６７８万４千円につきましては、平成２２

年度、２３年度、２４年度退職者に係る退職手当組合負担金調整による精算分の増額補正であ

ります。 

１５ページ、総務費・１目一般管理費は不用額の減額であり、２目財産管理費７,５２７万円

の増額につきましては、財政調整基金から地域福祉基金積立金までの基金積み増しが主な内容

であります。その他の４１３万２千円は、介護報酬積立金利子が主な内容であり、地方債はＰ

ＣＢ廃棄物処理業務事業債の減額であります。 

１６ページをお開きください。１６ページ、４目 広報費～１７ページ１５目行政情報システ

ム管理費までは、すべて不用額の整理及び財源調整であり、財政システム管理費、特定財源そ

の他１３０万円は、情報通信機器使用料であります。３項開発促進費・１目企画振興費、２目

土地利用計画については、不用額の減額及び所要額の補正であります。 

１８ページをお開きください。４目庭園のまちづくり事業費・１目ふるさと森づくり事業費

２４１万４千円の減額補正につきましては、入札執行残及び不用額であり、２目花と緑と交流

のまちづくり事業費につきましても、需用費を中心とする不用額の減額であります。 

１９ページ、５項徴税費～２０ページ ９項 監査委員費までは説明を省略させていただきま

す。 

２０ページをお開きください。３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費につきま

しては、不用額の減額であり、２目障害者自立支援費３,６９８万３千円の減額補正につきまし

ては、施設介護給付費の実績２,９９５万円の減が主な内容であります。 

２１ページ、３目福祉サービス事業費につきましては、不用額の減額であり、特定財源その

他は、福祉サービス費費用負担金であります。４目老人福祉費２,５１７万５千円の減額補正に

つきましては、老健きよさと運営費委託料の実績精算による減額が主な内容であり、特定財源

その他は介護老人保健施設介護報酬が主な内容であります。５目国民年金事務費につきまして

は、不用額の減額であります。 

2２ページをお開きください。２項児童福祉費・１目児童母子福祉費３８４万５千円の減額

補正は、児童手当支給実績の減によるものであり、２目保育所費については、不用額によるも

のであります。４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費３５２万７千円の減額補正

につきましては、臨時保育、臨時保健師雇用に係る日数減が主な内容であります。  

２３ページ、２目予防費３５６万８千円の減額補正につきましては、不用額及び予防接種等

の実績減によるものであります。特定財源その他は、予防接種負担金及び雑入であります。３

目各種医療対策費１３５万２千円の補正につきましては、国保会計拠出金、繰出金、３２８万

２千円の増額補正が主な内容であり、特定財源その他１１６万９千円は、高額医療費負担金が
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主な内容であります。 

２４ページをお開きください。４目保健衛生費については不用額、５目保健福祉総合センタ

ー費については、燃料費、光熱水費の２７８万７千円の増額補正が主な内容であります。特定

財源その他は電気水道料収入が主な内容であります。４款衛生費・２項清掃費・１目清掃事業

費４１２万５千円の減額補正は、長寿命化工事の入札執行残が主な内容であり、特定財源その

他は資源ごみ売上が主な内容であります。地方債４,６５０万円については、清掃センター長寿

命化事業債との財源振替であります。 

２５ページ、５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費から３目畜産業費までは、

事業確定による増額及び減額補正であり、畜産業費、特定財源その他は、牧野使用料６４万円

との財源振替であります。 

２６ページをお開きください。４目農業開発事業費の２5０万円の減額につきましては、実

績精算による負担金の減額であり、特定財源その他は、団体営土地改良事業負担金であります。

５目道営整備事業費８２５万７千円の増額補正につきましては、事業の追加による負担金の増

額補正であり、６目清里地域資源活用交流促進施設費、７目札弦地域資源活用交流促進施設に

つきましては、財源振替であります。８目町民活動施設費につきましては、入札執行残による

減額補正であります。２項林業費・１目林業振興費及び、２７ページ、２目自然保護対策につ

きましては、実績による減額補正であります。６款商工費・１項商工費・１目商工振興費７２

６万４千円の減額補正につきましては、交付金補助金の実績による減額であり、２目観光振興

費につきましては、緊急協議申し上げました緑温泉の揚湯ポンプが故障し、使用不可能となっ

たことによる取替工事のための工事費２１８万円の補正を行うものであります。その他、入札

執行残及び不用額の整理のため５６２万４千円の減額補正を行います。特定財源、国道支出金

については、地域の元気臨時交付金であり、地方債の減額は、パパスランド整備事業債の財源

振替であります。 

２８ページをお開きください。３目オートキャンプ場、４目江南パークゴルフ場につきまし

ては、それぞれ不用額の減額であり、特定財源その他は使用料の増額減額調整であります。７

款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費４６９万円の減額補正につきましては、事業実績

に基づく減額であり、２９ページ、２目道路新設改良費につきましても、社会資本整備総合交

付金事業実績減が主な内容であり、１,７１２万３千円の減額補正であります。２項都市計画

費・１目公園費については、不用額の減額であります。 

３０ページをお開きください。３項住宅費・１目住宅建設費については、不用額による減額

補正であり、２目住宅建設費については、国補正事業による公営住宅建設分８,３７８万８千円

の増額補正であります。 

３１ページ、８款消防費・１項消防費・１目消防費につきましても、国補正事業による消防

無線デジタル事業の追加事業であります。１億１,０６０万９千円の増額補正であります。９款

教育費・１項教育総務費・２目教育諸費から３２ページ、３項中学校費・２目教育振興費まで

は、不用額の減額及び燃料費、光熱水費の増額補正であります。 

３３ページをお開きください。４項社会教育費・１目社会教育総務費、２目生涯教育費につ

きましては、実績による不用額の減額補正であり、３目生涯学習総合センター費２１２万４千

円の増額補正につきましては、燃料費、光熱水費の増額が主な内容であります。 

３４ページをお開きください。４目図書館費につきましては、入札執行残による不用額の減
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額であります。５項保健体育費・１目保健体育総務費から３５ページ、５目学校給食センター

費については、事業実績による不用額などの減額であり、燃料費の増額であります。保健体育

総務費の特定財源その他は、スポーツ振興センター交付金であり、スキー場管理費、学校給食

センター費はリフト使用料及び給食費負担金であります。 

３６ページをお開きください。１０款公債費・１項公債費・２目利子７６１万６千円の減額

補正につきましては、地方債利子の確定による不用額の減額であります。１２款災害復旧費・

１項災害復旧費・１目1４．７災害復旧事業費及び２目美里地域災害復旧事業費につきまして

は、復旧工事の入札執行残による不用額の減額であります。 

歳入につきましては、総括で説明申し上げます。１ページにお戻りください。一般財源の補

正額は、１款町税が３,３30 万円の増額補正であり、２款地方譲与税から１０款交通安全対策

特別交付金まで総額７２０万円の減額補正であり、一般財源２,６１０万円の増額補正でありま

す。特定財源につきましては、歳出の中で説明を申し上げましたが、１１款分担金及び負担金

で３４６万円の減、１２款使用料及び手数料が２１７万７千円の増、１３款国庫支出金が３,

２７５万８千円の増、１４款道支出金が２,６０２万４千円の減、１５款財産収入が３８６万８

千円の増、１８款諸収入が１,６２２万６千円の減、１９款町債が１億９４０万円の増、２０款

寄附金が４４万円の増であり、特定財源総額が１億２９３万３千円の増額補正であります。 

最後に、給与明細について説明いたしますので、事項別明細書を３８ページをお開きくださ

い。一般職員給与費において、給料６３万９千円の増額を、職員手当５５万９千円の減額を行

うものであります。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 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第７号）は、原案のとお

り可決されました。 

 

●日程第１７  議案第９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第９号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）を
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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９号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算第

２号について提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第２項に記載のとおり歳入歳出それぞれ１,１５１万４千円を減額し、

予算の総額を４億１,４０５万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御説明申し上げます。歳出から説

明しますので中ほどの茶色の仕切り、介護保険特別会計事項別明細書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システムの改修と、今後の各介護保

険サービスの給付見込量による保険給付費の補正、さらには国道支出金及び支払基金交付金、

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項

総務管理費・一目一般管理費４２万円の増額は、制度改正等に伴い介護保険事務のコンピュー

ターシステムの改修業務の委託に係るもので、補正額の財源内訳は、特定財源、国道支出金は

国庫補助金でその他は、一般会計繰入金の事務繰入金であります。２款保険給付費以降は実行

予算に基づくサービスの補正等財源調査を行うものであります。２款保険給付費・１項介護サ

ービス等諸費・２目施設介護サービス給付費１,２００万円の減額補正は、施設サービス利用者

の減少によるものであります。財源の内訳は特定財源の国道支出金においては、国費４８万１

千円、道費７０万円、合わせて１１８万１千円の増額。その他は、一般会計繰入金９０万７千

円、基金繰入金１１２万５千円の増額支払基金交付金が１,５２１万３千円の減額。差引き１,

３１８万１千円の減額であります。 

次に、２項高額介護サービス等費１目、高額介護サービス等費３３万５千円の減額補正につ

きましては、高額介護サービスの実績の減少を見込むものであり、特定財源その他は支払基金

交付金であります。３項高額医療合算介護サービス等費・一目高額医療合算介護サービス等費

６５万円の増額補正は、該当者の増加によるもので、財源の内訳は、特定財源の国道支出金に

おいては国費１７万５千円、道費８万１千円、合わせて２５万６千円の増額。その他は一般会

計繰入金３６万９千円、基金繰入金２万５千円の合計３９万４千円であります。 

次のページをご覧ください。３款地域支援事業費・１項介護予防事業費・１目介護予防事業

費は、口腔ケア事業に係る執行残６万３千円を減額するものです。特定財源、国道支出金は国

費が１万１千円、道費が５千円の減額。その他は一般会計繰入金５千円、支払基金交付金４万

２千円をそれぞれ減額するのであります。次の２項包括的支援事業費・任意事業費・２目任意

事業費は、成年後見制度の利用者が見込まれないので、１８万６千円を減額するものです。特

定財源国道支出金は、国費が９万２千円、道費が４万７千円。その他は、一般会計繰入金４万

７千円をそれぞれ減額するものであります。 

歳入につきましては、総括でご説明しますので、１ページにお戻りください。３款国庫支出

金から７款繰入金までのすべては特定財源の歳出でご説明いたしましたとおりです。 

なお、この後、介護給付費が国支出金など確定に伴う一般会計からの繰り入れなどが生じた

場合につきましては、３月３１日付けで専決処分を行ってまいりますので、御理解いただきた
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いと存じます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

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

                            （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第９号 平成２５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１８  議案第１０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１８ 議案第１０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４

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１０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４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４４１万円を減額し、予算

の総額を、歳入歳出それぞれ７億６,０８６万７千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、国道の負担金、共同事業交付金等の確定及び共同事業拠出金、特定健康診査

等事業の実績等に基づき、歳入歳出において所要の補正をするとともに、財源振りかえを行う

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、事項別明細書の黄色い仕切りの５ページ目を開い

てください。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、レセプト点検に

要する賃金及び費用弁償の不用額合計３０万５千円を減額するとともに、委託料として国保実

績報告書システムの更新及び前期高齢者処理システム改修に係る経費１３４万８千円を補正す
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るものであり、特定財源その他はその他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目一般療養諸費につきましては、財源振りかえを行うも

のであり、特定財源その他６８万５千円は一般会計繰入金の財政安定化支援事業繰入金でござ

います。 

７款共同事業拠出金１項共同事業拠出金につきましては、拠出金の確定に伴い、高額医療費

共同事業医療費拠出金２７０万７千円及び保険財政共同安定化事業拠出金３１７万９千円を減

額するものでございます。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は、高額医

療費共同事業負担金であり、その他は高額医療費共同事業交付金でございます。保険財政共同

安定化事業拠出金の特定財源、その他は保険財政共同安定化事業交付金でございます。 

６ページをごらんください。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、

健康受診者の確定等により報償費４万円、検診委託料１１６万４千円。合計１２０万４千円を

減額するものでございます。特定財源の国道支出金は、特定健康診査等負担金であり、その他

は特定健診徴収金でございます。 

２項保健事業費・１目疾病予防費につきましては、予防接種事業負担金として６５歳以上の

被保険者のインフルエンザワクチン接種費用４６万６千円を補正するものでございます。特定

財源、国道支出金、２３万３千円は道特別調整交付金でございます。 

１１款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・２目償還金につきましては、過年度国庫支出

金返納金として１１７万１千円を補正するものであり、特定財源その他は、一般会計繰入金で

ございます。 

歳入につきましては、総括でご説明いたしますので１ページにお戻りください。 

１款国民健康保険税につきましては一般財源でございます。３款国庫支出金から１１款諸収

入ににつきましては特定財源であり歳出にてご説明いたしましたので省略をさせていただきま

す。 

なお、今後国道の財政調整交付金及び療養給付費交付金並びに医療費の確定により３月末を

もって専決処分をさせていただきますことにご理解を賜りたいと存じます。 

以上で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） 
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○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１０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４

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１９  議案第１１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１９ 議案第１１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１１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８万９千円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ５,９５０万８千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、別冊の後期高齢者医療特別会計事項別明細書により後ほどご

説明申し上げます。 

今回の補正は、後期高齢者医療保険料の見込み額保険基盤安定負担金及び事務費負担金の確

定により、歳入歳出において所要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３ページをお開きください。２款後期高齢者医療広域連合納付金・

１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、後期高齢者医療保険料の増に伴う保険料

負担金８万９千円の増負担金の確定に伴い、保険基盤安定負担金及び事務費負担金をそれぞれ

２０万３千円増減するものでございます。 

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

齢者医療保険料は一般財源であり、４款繰入金は特定財源でございます。 

なお今後、後期高齢者医療広域連合納付金及び繰入金等の確定並びに事務費精算により３月

末をもって専決処分をさせていただきますことにご理解を賜りたいと存じます。 

以上で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１１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１１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２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２０  議案第１２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２０ 議案第１２号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第１２号 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

第２号について提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ２２５万円を減

額し、予算総額をそれぞれ６,５２１万２千円とするものです。 

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

うものです。 

それでは、歳入歳出補正予算につきご説明いたしますので、別冊の説明資料、水色の簡易水

道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをお開きください。 

歳出についてご説明いたします。１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費３６万６千

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３０５万３千円の減額につき

ましては、１５節工事請負費の入札残に伴う請負残を減額するものであります。なお特定財源

のその他１２５万２千円の減は、簡易水道施設整備基金繰入金９６万３千円と水道配水管移設

補償費２８万９千円となっております。４款積立金１１６万９千円の増額につきましては、一

般財源に余剰分を簡易水道施設整備基金へ積み立てるものです。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。 

歳入について総括でご説明いたします。１款使用料及び手数料１００万円の減額は、現年度

分の水道使用料であります。３款繰入金９６万３千円の減額は、簡易水道施設整備基金繰入金

であります。５款諸収入２８万７千円の減額は、水道管移設補償金の補償金の確定及び歳計現

金の利息となっております。 

以上提案理由をご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） 
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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 平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２１  議案第１３号 

 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２１ 議案第１３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（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第１３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２６万３千円を

減額し、予算総額をそれぞれ１億２１０万７千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。 

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す。 

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

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをご覧いただきます。 

歳出についてご説明いたします。１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費、２万５千

円の減額につきましては、２７節公課費の消費税額確定により減額を行うものであります。２

目施設管理費１５万９千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お

ります。なお特定財源のその他５千円の減額は、生産物売り払い収入となっております。 

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７万９千円の減額につきま

しては、委託料の請負残額を減額するものであり、特定財源のその他１６万１千円の増は、農

業集落排水施設分担金となっております。３款公課費・１項公債費・１目元金につきましては、

財源の振替措置となっており、特定財源４１万９千円の減は一般会計繰入金であります。 

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。歳入につきまして総括
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でご説明いたします。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、歳出のなかでご説明申し上げたとおりとなっております。 

以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                             （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

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

                            （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第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１３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２

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２２  議案第１４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２２ 議案第１４号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第１４号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第２

号につきまして、提案理由の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４００万円を減額し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ７,５５０万６千円とするものでございます。 

第１条第２項につきましては、後ほど別冊の事項別明細書によりご説明申し上げます。 

今回の補正は、全国的に酒類の消費量が減少しており、当焼酎事業所におきましても同様に

消費の減少となっておりますので、販売実績額を基に歳入を減額するものでございます。また

歳出におきましては、実行により不用となる額をそれぞれ減額して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歳入歳出

予算事項別明細書の３ページ目をお開きください。１款総務費・１目一般管理費・４節共済費

４５万円、並びに１９節負担金補助及び交付金２０万７千円の減は、職員の共済組合負担金、
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社会保険料退職手当組合負担金について実行により不用となる額を減額するものでございます。

１２節役務費２０万円の減、１３節委託料２０万円の減、１４節使用料及び賃借料８万円の減

は焼酎販売促進等にかかる諸経費についてそれぞれ実行により不用となる額を減額いたします。   

２款製造費・１目醸造費・７節賃金５６万円の減は臨時職員の人夫賃。１１節需用費３５万

円の減は消耗品及び燃料費。１２節役務費１６万６千円の減は手数料。１６節原材料費４０万

円の減は、加工用原材料費。１８節備品購入費１５万７千円の減は、器具購入費で清里焼酎の

醸造にかかる諸経費について、それぞれ実行により不用となる額を減額するものでございます。 

次のページをお開きください。２７節公課費１２０万円の減は、酒税で焼酎販売実績の減に

伴い、実行により不用となる額を減額するものでございます。３款公債費・１目利子３万円の

減は、一時借入金をしなかったことに伴い皆減するものでございます。 

続いて、歳入を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。 

１款財産収入４００万円の減は、焼酎売り払い収入の減少によるものでございます。歳入歳

出それぞれ４００万円を減額するもので、歳入歳出ともに財源はすべて一般財源でございます。  

なお今後において財産収入などの額の確定により、３月３１日をもって必要に応じて専決処

分をさせていただくことをご了解願いたいと存じます。 

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 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 ここで、１１時２０分まで休憩といたします。 

                             休憩  午前１１時０９分 

                             再開  午前１１時２０分 

 

●日程第２３ 議案第１５号 ～ 日程第２９ 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。 

 ここで議事の都合上、日程第２３ 議案第１５号 平成２６年度清里町一般会計予算から、
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日程第２９ 議案第２１号 平成２６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３０ 町政執行方針 ～ 日程第３１ 教育行政執行方針 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３０ 平成２６年度町政執行方針並びに日程第３１ 平成２６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２６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） 

 ここで、昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

                             休憩  午後１２時００分 

                             再開  午後 １時００分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 次に、平成２６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２６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２６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２６年度町政執行方針並びに平成２６年度教育行政執行方針を終わります。 

 

●議案第１５号 ～ 議案第２１号 提案説明 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第１５号 平成２６年度清里町一般会計予算から議案第２１
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号 平成２６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１５号 平成２６年度清里町一般会計予算について。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 既に上程されております、議案第１５号 平成２６年度清里町一般会計予算につきまして提

案理由の説明を申し上げます。 

一般会計予算書１ページの本文について説明申し上げますので、予算書を御用意ください。 

頁数につきましては、右側の頁、右側の上下段に記載されております。 

平成２６年度清里町一般会計予算予算の総額は、第１条第２項に記載のとおり歳入歳出それ

ぞれ４１億７,４００万円と定めるものであります。 

第１条第２項の第１表 歳入歳出予算につきましては、後ほど審議資料と事項別明細書によ

り説明申し上げます。 

第２条の地方債につきましても後ほど説明申し上げます。 

第３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

であります。 

それでは、予算書の７ページをお開きください。第２表の地方債につきましては、起債の目

的、限度額などを定めるものであり、起債の件数は、臨時財政対策債以下６件、総額３億１,

２３０万円となります。 

次に審議資料により、各会計の予算総括について説明申し上げますので、別冊審議資料表紙

を１枚お開きください。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、５６億３，

２９８万５千円であり、前年度対比９,３２７万９千円の増であります。前年対比は１０１．７％

であります。一般会計においては、再生可能エネルギー導入事業。清掃センター長寿命化改修

事業防犯灯ＬＥＤ化事業など当初予算計上により、前年対比８,３２０万円の増となっておりま

す。特別会計においては、介護保険事業国民健康保険事業、後期高齢者医療特別会計において

保険給付実績等からの予算計上を行っており、簡易水道農業集落排水事業においては、起債償

還ピークが過ぎたこととなどに起因するという減額計上となっております。焼酎事業につきま

しては、デザインリニューアル、新規技術職の採用による増額計上となっております。 

次に一般会計の歳入歳出予算を款別に依存財源と自主財源の増減の主な要因について説明い

たします。 

２ページをお開きください。依存財源である地方譲与税から自動車取得税交付金までは過去

の実績等を勘案し、予算計上を行っております。地方特例交付金につきましては、２５年度の

実績をもとに２２５万円の減額計上を行っております。地方交付税につきましては、基準財政

需要額から地方税などの基準財政収入額を控除した見込額と実績を勘案し、５,８００万円の増

額計上を行っております。国及び道支出金につきましても実績を勘案した減額計上となってお

ります。調査につきましては、４,０９０万円の増額計上であります。自主財源におきましては、

町税が１,６７０万円の増額計上であり、農業者所得の堅調な推移と家屋の新築が見込まれるこ

とを考慮した経費であります。財産収入につきましては、立木売払収入を見込み、前年対比１,

０２６万9千円の増額計上であります。 

次に３ページの歳出について款別で説明申し上げます。 

議会費については、議会音響等の改修工事が終了したことなどが主な要因である減額計上で



31 

あります。 

総務費については、太陽光発電に関する経費防犯灯ＬＥＤ化、町有林皆伐事業、戸籍事務電

算化事業が増額の主要因であり、前年度対比８,３４２万円の増額計上であります。 

民生費については大きな増減はありませんが、保育所低年齢児童受入のための施設改修も増

額要因に挙げられます。 

衛生費につきましては、予防接種支援の拡充、各種医療対策負担金、清掃センター長寿命化

の当初計上が主な増額要因であります。 

農林水産業費につきましては、国営造成土地改良施設整備事業負担金が主な増額計上の要因

であります。 

商工費は、パパスランド外構終了による減額計上であります。 

土木費は、町道整備等が主な増額要因であります。消防費は前年度において、退職共済金退

職共済負担金の３年に１度の精算期間であったためによる今年度減額予算となっております。 

教育費は、児童用パソコン整備、図書館システム改修プラネット空調改修などの終了による

減額計上であります。 

公債費につきましては、元金及び利子の減による減額計上であります。 

４ページをお開きください。町税予算額の比較表であります。それぞれ税目別に当初予算収

入見込額との比較を記載しております。表の区分欄、中ほど列の比較をご覧ください。全体額

では、２５年度当初予算比較において１,６７０万円の増であり、率にして１０４．１％であり

ます。町税は、町民税は８６０万円の増で１０４．４％。固定資産税は、５００万円の増で１

０２．９％。軽自動車税は、同額計上。町たばこ税が３００万円増で１１１．１％。入湯税も

前年同額での計上となっております。 

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、個人町民税につい

ては収納率９７％で計上しており、右から３番目の欄当初予算額は、１億９千万円とし、うち

給与が１億２,７１２万８千円。農業が５,０２２万円。営業が４５５万４千円としております。

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１,２６０

万円で、前年度同額計上であります。 

６ページをお開きください。６ページは、現年固定資産税では前年対比５００万円の増下段

の固定資産税等所在地市町村交付金は、前年同額の計上となっております。 

７ページ。一般会計性質別予算額、前年対比で増減の大きな主なもののみを説明させていた

だきます。維持補修費につきましては、前年対比１億２,６１９万円の増額予算計上となってお

りますが、衛生費における清掃センター長寿命化改修事業７,６９９万 9千円の当初予算計上。

商工費における緑温泉施設塗装工事、オートキャンプ場水路整備、江南パークゴルフ場センタ

ーハウスの塗装工事の合計９３７万５千円が主な要因であります。普通建設事業費におきまし

ては、前年対比２億１,323万 2千円の減額計上でありますが、農林水産業費を受ける温泉施

設解体及び町民活動施設改修工事請負費８,７４８万７千円の事業が完了したことが主な要因

であります。その他の科目については、大きな増減はございません。次に下の表、款別の物件

費の内訳について御説明申し上げます。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。さらに資格職の理由で育児休業による代替職員確保な

どにより前年対比１,１８４万2千円の増額計上であります。需用費につきましては、２億３６

４万８千円であり、前年対比１,４６７万円の増額計上でありますが、電気料、燃料費、さらに
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は消費税の増税分これが主な要因であります。備品購入については、１,８８０万9千円であり

前年対比２,１３０万４千円の減額計上であります。議会音響システム改修の終了により１,１６

０万3千円、及び町民活動施設備品整備終了が主な減額計上の要因であります。委託料につき

ましては、前年対比７,３７２万5千円の増額計上であり、戸籍事務電算化事業電算化業務委託

事業で４,１４０万2千円を初めとする業務委託事業の増が要因であります。 

次の８ページから１０ページまでは、平成１６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金の推移、及び地方債残高の状況をグラフで表示しておりますので後ほど

ご参照いただきたいと思います。 

それでは、平成２６年度一般会計主要事業調べについて１１ページから御説明申し上げます。

なお各事業の財源内訳につきましては、国庫支出金から一般財源まで資料にすべて記載してお

りますので、特異的なもの以外は省略いたします。 

それでは１３ページをお開きください。２款総務費、レストハウス管理運営事業においては、

観光シーズンにおける施設の重要性に鑑み、町民、旅行者などの利便に供するための運営経費

４９６万５千円を計上するものであります。道路防犯灯ＬＥＤ化事業におきましては、環境及

び小エネに対応し、年次的にＬＥＤ照明に変更していくための予算１千万円を計上するもので

あります。全体計画約５００基中、本年度は約１００基を整備する予定であります。地域活動

推進事業交付金事業につきましては、住民主体の地域づくりまちづくり活動支援のため運営交

付金及び事業交付金１,４５０万円の予算計上するものであります。 

１４頁をお開きください。１４ページ、防災備品整備事業につきましては、既に配備してい

る防災備品に加え食糧備蓄の拡充、冬期間災害に対応した部品の整備これらを行うものであり、

記載の防災用品の整備に２００万円の計上をしております。その他の財源につきましては、市

町村振興協会助成金であります。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３,００９万7千円を予算

計上いたしております。その他財源１,７８３万７千円は、立木売払収入を見込んでおります。

なお、平成２６年度補正予算における町民プール改築への地域材の使用のための伐採を計画し

ております。 

１６ページをお開きください。１６ページ庁舎照明器具取換事業につきましては、庁舎小便

器については老朽化により故障が発生しているため、平成２５年後から３カ年でＬＥＤ照明に

取り替え、省エネルギー化をするものであり９７３万円の予算計上を行ってまいります。再生

可能エネルギー導入促進事業につきましては、公共施設での自然エネルギーの試算によるさま

ざまな効果を図るべく太陽光発電の導入予算を年次的に計上するものであります。平成２６年

度は３カ所分６千万円の予算計上を行ってまいります。庭園のまちづくり事業、ふるさとの森

づくり事業においては、神の子池外周園路整備のための調査設計及び緑の植樹事業に対し５４

６万７千円を計上いたします。花と緑と交流と交流のまちづくり事業に２,７７５万4千円を計

上し、移住定住促進事業、ふるさと会事業花壇植樹等整備事業、都市農村交流事業、ウォーキ

ング事業等との交流事業を実施してまいります。 

２０ページをお開きください。豊かな田園づくり事業につきましては、北海道の道道摩周湖

斜里線駐車帯の整備にあわせ、隣接用地を取得し、斜里岳を望むスポット整備を行うため１４

１万９千円を予算計上し、用地取得等を行ってまいります。 

２１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
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正確性や質の高い戸籍事務提供を図るため電算化を平成２５年度より２カ年で進めるものであ

り平成２６年度分事業費４,１４７万2千円を予算計上しております。 

３款民生費の高齢者等の暖房費等支援事業につきましては、灯油高騰時のみに支援してまい

りました福祉灯油の恒常化を図るため２６０万円の予算計上を行うものであります。 

２２ページをお開きください。緊急通報機器更新事業につきましては、経年劣化した高齢者

緊急通報システム機器を年次的に更新するため１４６万３千円を予算計上するものであります。

高齢者住宅施設等整備計画策定事業につきましては、高齢者用の住宅整備のための基礎調査計

画を委託するため、２１６万円の予算計上を行ってまいります。 

２３ページをご覧ください。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

園保育所児童幼稚園児童の保育料の２分の１を補助する経費として７００万７千円の予算計上

を行ってまいります。１・２歳児保育拡大事業につきましては、１歳６カ月児童を受け入れの

ための施設改修経費に、１,２４３万円の予算計上を行って記載の改修工事を行って参ります。 

２４ページをお開きください。４款衛生費光テレビ電話健康介護相談事業につきましては、

テレビ電話により、健康介護相談を遠隔地との直接相談を行うため68万3千円を予算計上し

てまいります。緊急医療体制づくり事業につきましては、斜網地域の緊急医療体制の整備に要

する経費として１９９万２千円を予算計上してまいります。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１,０８１万1千円を予算計上

してまいります。 

２５ページをお開きください。予防接種事業につきましては、記載の各種接種に新たにロタ

ウイルスワクチン接種を加え１,４３０万9千円の予算計上してまいります。 

２５ページをお開きください。各種医療対策事業につきましては、記載の対象者に対する医

療費の扶助を行ってまいります。本町独自対策としては、扶養義務者の所得制限撤廃による中

学生までを対象とした医療費扶助を継続実施してまいります。総体予算計上額は、２,５９７万

8千円であります。清掃センター長寿命化改修事業につきましては、焼却施設破砕施設の基本

機能の回復維持のため、平成２５年度から平成２９年度までの５カ年計画による事業の本年度

２カ年目２６年度は、７,６９９万9千円を予算計上してまいります。 

２７ページをお開きください。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

定的な農業生産を築くため、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

予算計上をおこなってまいります。 

２８ページをお開きください。町営牧場整備事業につきましては、江南牧場の草地更新維持

のための追肥、さらには施設改修に要する事業費として566万9千円を予算計上してまいり

ます。国営造成土地改良施設整備事業につきましては、事業完了による地元負担分の繰上償還

分９,１５１万6千円の予算計上であります。道営農地整備事業につきましては、地域農業が安

定的に農業生産を維持するための用水路排水路、農道、排水整備等の事業費の負担として、４,

９８１万円の予算計上となっております。農道保全対策事業につきましては、記載の２路線農

道整備にかかる２２．５％の町負担分として250万5千円の予算計上であります。町民活動

施設管理運営事業につきましては、施設管理経費として管理委託業務に対する８００万円の予

算計上をしてまいります。 

３０ページをお開きください。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

定化と進行をはかるため清里地区林産協同組合補助、林業の振興対策として林業労働者退職金
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共済制度補助及び製材、流通経費補助金を交付するため１,４６１万2千円の予算計上を行って

まいります。 

３１ページをごらんください。商工費の商工振興対策事業につきましては、商工会、中央商

店街協同組合に対する運営補助、さらには商工振興にかかわる事業に対する補助として、１,

８４３万４千円の予算計上を行っております。 

３２ページをお開きください。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、及び保証協会の保証料の補助を補助の拡充を行い、安定した経営を

支援するため３１５万円の予算計上を行っております。商店街活性化事業については、商工商

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や店舗改修に費用を助成する事業として、８００万円の予算計上

を行っております。住環境づくり推進事業につきましては、住宅環境改善対策と共に町内事業

者の経済対策を併せた施策として９００万円の予算計上を行っております。緑温泉管理運営事

業につきましては、パパスランド及び緑の指定管理者に係る委託料、委託経費並びに各温泉施

設の適正な維持管理と緑温泉施設塗装工事等に２,４５９万６千円を予算計上しております。各

種イベント支援事業につきましては、清里の魅力の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々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

７０３万円となっております。 

３４ぺージをご覧ください。オートキャンプ場、江南パークゴルフ場管理運営事業につきま

しては、それぞれの施設の運営に関する経費とオートキャンプ場については、７１８万円江南

パークゴルフ場は８５２万円。それぞれ予算計上するものであります。なおオートキャンプ場

につきましては水路整備、パークゴルフ場につきましては塗装工事を行ってまいります。 

７款 土木費の道路等整備事業につきましても、道路河川等の指定管理者管理業務委託料及

び区画線引き等の補修や測量業務の経費として、１億５,２６０万４千円の計上を行っておりま

す。道路新設改良事業につきましては、２路線に係る道路の改良、維持等の経費として７,１８

２万２千円を計上するものであります。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５０１万３千円を計上するものであります。 

３６ページをお開きください。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

型社会の形成に向けた住宅用太陽光発電システムの導入支援として件数の拡充を行い、７５０

万円の予算計上を行ってまいります。公営住宅建設事業につきましては、公営住宅等長寿命化

計画による浴室外壁整備、水元第２団地、青葉団地の住宅取り壊しなどに要する事業費２,４５

７万円の計上を行っています。 

３７ページをご覧ください。教育費の教育支援専門員配置事業につきましては、学校教育社

会教育を通じた専門員の配置に283万9千円を予算計上しております。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、一般町民および清里高校生の乗

合を兼ねた地域交通として活用を行うものであります。事業費は、２,０１１万3千円の計上を

行っております。清里高等学校総合支援対策事業は、清里高校の総合支援対策として記載の事

業の教育活動に支援費として８６７万４千円の予算計上を行ってまいります。 

３８ページをお開きください。臨時教職員配置事業につきましては、小学校における少人数

クラス指導特別支援の必要な児童に対する教員補助のため町単独雇用教員の経費として、１,

０７２万４千円の予算計上を行ってまいります。学力向上推進機器整備事業につきましては、
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町内学校の全学年全クラスに対する実物投影機の配置、このために１９５万４千円を予算計上

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

館の管理を一般社団清里スポーツ文化施設の管理協会に委託し、利用者へのサービスの向上を

図るための委託経費として２,５６２万円の予算計上をおこなってまいります。 

３９ページをごらんください。プラネットステージ公演につきましては、町民にすぐれた芸

術文化の鑑賞機会を提供するための実行委員会補助として、３００万円の予算計上を行ってお

ります。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す

るための経費として、１３９万６千円を計上しております。斜里岳ロードレースに実行委員会

補助事業につきましても、ハーフマラソンを取り入れた斜里岳ロードレース大会の補助として、

３００万円を予算計上しております。 

次の４０ページから４８ページは、ただいま説明申しました主要施策の配置事業概要配置図

となっておりますので、後ほどご覧ください。 

次に、５０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の説明を

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４,９３５万５千円。それに地域支援事業分として５６万円。事務費分として、

６６０万４千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１,９８９万５千円。国保財政安定化支援事業繰出金が２６２万６千円。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２８５万４千円など法定ルールに基づく

繰出金を予算計上しております。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化繰出金１,６８２万６千円と事務費繰出金３３９万円を計上して

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分の一般会

計負担分８４６万２千円となっております。農業集落排水事業につきましても、同じく公債費

償還にかかる繰出金５,７２２万6千円となります。焼酎事業につきましては、デザインリニュ

ーアル、新規職員の雇用の繰り出しで、９４４万４千円の繰り出しとなっております。以上５

会計への繰出金合計額は１億８,１６０万８千円となります。 

５１ページをご覧ください。５１ページ、５２ページにつきましては、町内主要施設の維持

管理経費の概要となっておりますので、後ほどご参照いただければと思っております。 

それでは予算書を説明申し上げます。予算書の２５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政策繰出金、負担金について説明申し上げま

したので、目ごとに予算の増減の大きなものあるいは特異的な事項のみについて説明申し上げ

ます。 

特定財源の内訳につきましては、予算書様式変更により括弧書きにより詳細費目が記載され

ておりますので、後ほど参照願うと共に説明については省略させていただきたいと思いますん

でご了解いただきたいと思います。また、歳出につきましては、説明欄に中事業ごとの予算増

額及び内訳が記載されております。各節の金額はそれぞれ中事業内訳の合計となりますので、

ご了知願いたいと思います。説明につきましては、慣例により、目ごとの説明とさせていただ

きたいと思います。 

１款議会費につきましては、議場音響施設改修の終了により前年対比１,８０７万5千円の減

額となっております。 

２６ページをお開きください。２款総務費・１項給与費・１目職員給与費につきましては、
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後ほど給与明細において説明申し上げますが、給与、職員手当共済組合負担金、退職手当負担

金で前年対比２３７万１千円の減であります。２項総務管理費、１目一般管理費につきまして

は、４６５万８千円の減額計上でありますが、職員旅費を一括管理から各課管理に変更したこ

とが主な要因であります。 

２９ページをお開きください。２目財産管理費につきましては、前年度計上していましたＰ

ＣＢ廃棄委託料、旧営林署住宅解体工事それから減債基金分の２,４７５万5千円、これが主な

減額要因であります。 

３１ページをお開きください。３目地籍管理費及び地籍管理費については、特異的な事項は

ございません。４目広報費つきましては、先ほど説明しました１３節委託料でホームページソ

フトの更新終了が減額要因であります。５目自治振興費につきましては、道路防犯等ＬＥＤ化

が増額要因であります。 

３２ページを、お開きください。６目交通安全対策費につきましては特異的な事項はござい

ません。 

３３ページ。７目防災対策費につきましては、防災用品の整備及び防災訓練にかかる体験装

置の経費分を主な要因として２３８万７千円増額計上となっております。 

３４ページをお開きください。８目町有林管理費につきましては、主要政策で説明を申し上

げましたが、町有林皆伐事業が増額要因であります。９目支所及び出張所費から１３目職員福

利厚生費までについては、特異的な事項はございません。 

３７ページをお開きください。１４目総合庁舎管理費の前年対比で８４４万８千円の減額に

つきましては、１５節庁舎照明器具取替工事費、この工事量の減少が主な要因であります。 

３８ページをお開きください。１５目行政情報システム管理費の前年対比４７５万６千円の

減額につきましては、１４節の行政システム等借上料及び１８節備品購入費の減が要因でござ

います。 

４０ページをお開きください。１６目管内町村公平委員会費について特異的事項はございま

せん。 

４１ページ。開発促進費１目企画振興費につきましては、１５節工事請負費６千万円の再生

可能エネルギー導入事業が増額要因でございます。 

４２ページをお開きください。２目土地利用計画費につきましても特異的な事項はございま

せん。４２ページ、４項庭園のまちづくり事業費・１目ふるさと森づくり事業費及び４３ペー

ジ、２目花と緑と交流のまちづくり事業費４５ページ、３目豊かな田園づくり事業につきまし

ては、事業内容などを主要施策で説明し申し上げましたので、省かせていただきたいと思いま

す。 

４６ページをお開きください。５項徴税費の前年対比で１４６万７千円の減額につきまして

は、１３節で鑑定評価業務が前年終了したことによるものであります。 

４７ページ６項、戸籍住民登録費の前年対比増額につきましては主要施策で申し上げました

ので省略させていただきたいと思います。７項選挙費選挙管理委員会費については特異的な事

項はございません。 

４８ページお開きください。２目知事道議会議員選挙につきましては、事前準備の必要性に

よる予算計上であります。 

４９ページ８項統計調査費・１目各種統計調査費につきましては、農林業政策実施の額。２
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６年度実施年度でございますので、増額予算計上となります。９項監査につきましては、特異

的な事項はございません。 

５０ページをお開きください。３款民生費・１項社会福祉総務費・１目社会福祉総務費、前

年比較１４１万２千円の増額につきましては、高齢者の暖房等を支援扶助が主な要因となりま

す。 

５２ページをお開きください。２目障害者自立支援費の前年対比１,５７３万１千円の減額に

つきましては、施設介護給付費の減が主な要因でございます。 

５３ページ。３目福祉サービス事業費につきましては、特異的な事項はございません。 

５４ページをお開きください。５４ページ、４目老人福祉費につきましても老健業務委託料、

高齢者住宅施設整備計画策定業務委託これが主な増額要因であります。６目国民年金事務費に

つきましては、特異的な事項はございません。 

５６ページをお開きください。２項児童福祉費・１目児童母子福祉費から２目保育所費５７

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、低年齢児の受け入れのための施設改

修以外、特異的な事項はございません。 

５８ページをお開きください。５８ページ４款衛生費・１目保健衛生総務費の前年対比７４

７万１千円の減額につきましては、前年度北見赤十字病院改築工事負担金事業、この事業が終

了したことが主要因であります。 

５９ページ。２目予防費につきましては、主要政策で説明申し上げましたので省略をさせて

いただきたいと思います。 

６０ページをお開きください。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への繰出であり、後期高齢者医療給付負担金の延びが主な

増額要因となります。４目環境衛生費３５８万３千円の減額につきましては、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額が主な要因となっております。 

６３ページをお開きください。５目保健福祉総合センター費６４４万２千円の増額について

は、１１節の需用費燃料費、電気料及び機器購入、また災害用発電機、冷房施設設置設計等が

同額の主要因と考えられます。 

６５ページをお開きください。１目清掃事業費、前年対比での増額の要因は、清掃センター

長寿命化改修事業の当初予算計上が主な要因となっております。 

６７ページ。５款農林水産業費・１目農業委員会につきましては、特異的な事項はございま

せん。 

６８ページ。２目農業振興費につきましては、焼酎事業特別会計への繰出しが増額要因であ

ります。 

７０ページをお開きください。７０ページ、３目畜産業費につきましては、主要政策で説明

申し上げましたので省略いたします。４目農地開発事業費につきましても、主要政策で御説明

申し上げましたので省略させて頂きたい。 

７２ページをお開きください。道営整備事業費、前年対比２７７万２千円の増額につきまし

ては、１９節事業負担金が主な要因となっております。６目清里地域資源活用交流促進施設費

及び７目札弦地域資源活用交流促進施設事業費につきましては、町民会館及び札弦センターの

運営管理経費計上となっております。 

７４ページをお開きください。８目町民活動施設費につきましては、主要政策で説明申し上
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げましたので省略いたします。 

７５ページ。１目林業振興費につきましては、製材と流通経費補助金の減が主な減額要因で

あります。 

次のページをお開きください。７６ページ。２目自然保護対策費につきましては、特異的な

事項はございません。 

続きまして、６款の商工費を説明申し上げます。１目商工振興事業費につきましては、先ほ

ど主要施策で、１９節の商工会補助中小企業融資貸付制度補助等々の説明申し上げましたので、

省略させていただきますが、６２４万５千円の減額計上となっております。この減額につきま

しては、店舗出店支援交付金の減が主な要因と言うことであります。 

７７ページ。２目観光振興費につきましては、パパスランド外構工事終了による減額計上で

あります。 

７９ページをお開きください。３目オートキャンプ場及び８０ページの江南パークゴルフ場

につきましては、主要政策で説明申し上げましたので省略させて頂きたいと思います。 

８１ページ。土木費を説明申し上げます。１目道路橋梁費及び８３ページ道路新設改良費、

次の１目公園費につきましては、主要政策で説明申し上げましたので説明は省略いたします。 

８５ページをお開きください。１目住宅建設費につきましては、住宅用太陽光発電システム

導入補助これの対象枠拡大による増額計上であります。 

８６ページをお開きください。住宅建設費につきましては、主要政策で説明申し上げました。 

８款消防費につきましては、退職共済組合への３年に１回の調整分負担が終了したので、２

９０万７千円の減額計上となっております。 

続いて８７ページ、９款教育費について説明申し上げます。１項教育総務費・１目教育委員

会費については特異的な事項はございません。 

８８ページをお開きください。２目教育諸費の対前年度比較２,７８１万8千円の減額につき

ましては、臨時職員賃金の科目移行備品購入費の小学校児童用パソコンの更新及び光岳小学校

前庭整備工事が終了したことが主な減額要因となっております。 

９０ページをお開きください。小学校費・１目学校管理費の前年対比１,６２３万2千円の増

額につきましては、賃金の科目移行、清小渡り廊下の改修事業等が主な増額となっております。 

９２ページをお開きください。２目教育振興費につきましては、学力向上機器整備、金管バ

ンドの楽器整備及び扶助費の科目移行などにより、４４６万５千円の増額計上であります。 

９３ページ。３項中学校費・１目学校管理費につきましては、燃料費、電気料の需用費分の

増額計上が主な要因となっております。 

９４ページをお開きください。２目教育振興費につきましては、扶助費の科目移行、吹奏楽

部の楽器購入や学力向上機器整備が主な増額要因となっております。 

続いて、９５ページで社会教育費関係について説明申し上げます。１目社会教育総務費、対

前年比２３９万４千円の減額は、賃金及び事業費の減額計上が主な要因であります。 

９６ページをお開きください。２目生涯教育費、対前年比４３２万４千円の増額につきまし

ては、学童保育指導員の賃金を科目移行したことが主要因であります。 

９８ページをお開きください。３目生涯学習総合センター費、９８８万５千円の減額は、空

調関係の修繕、この工事の終了が主な要因でございます。 

１００ページをお開きください。４目図書館費につきましても図書館システムの整備終了が
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減額計上の主な要因であります。 

１０１ページ、保健体育総務費、対前年比５７９万３千円の減額は、多目的運動広場整備工

事の終了が主な要因であります。 

１０４ページをお開きください。２目トレーニングセンター費の対前年比３４０万７千円の

減額につきましては、需用費、修繕料、委託料の減額が主な要因であります。３目町民プール

費つきましては、特異的事項はございません。４目スキー場管理費につきましては、のり面保

守工事の終了による減額計上であります。 

１０６ページをお開きください。５目学校給食センター費の前年比３８７万３千円の減額に

つきましては、ボイラー取替え工事この終了が主な要因でございます。 

１０８ページをお開きください。１０款公債費につきましては、元金及び利子を合わせ８億

６,４３５万９千円の償還予算計上であります。 

１０９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、給与明細書について説明申し上げますので１１０ページをごらんください。１の特

別職の特別職の長と職員数については増減がございませんが、その他の２６名の増は、統計調

査員の増によるのであります。先ほど説明申し上げました農林業センサスの関係の調査員の件

でございます。比較の欄の長などの給与費及び職員の報酬については前年度と同額また、共済

費は町で１万６千円の増、議員においては１１７万円の減となっております。 

１１１ページをごらんください。一般職員につきましては、採用３名。退職も３名。この７

９名となっております。また、給与費につきましては、１４６万８千円の減。共済費は３９４

万７千円の増で、合計は２４６万１千円の増となります。職員手当の内訳及び給料、職員手当

の増減の額明細は、それぞれ記載のとおりとなっております。 

１１２ページから１１８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、人事院勧告に準拠をしておるところでございます。 

続いて１１９ページをごらんください。継続費に係る実績及び見込み、並びに進行状況につ

いての記載でございます。 

１２０ページをお開きください。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ま

す。前年度となります。平成２５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１２３ページの緑温泉の指定管理業務まで都合３１件となっております。当該年度以降

の支出予定につきましては、農業経営基盤強化資金利子助成事業以下２９件、総額５億６,９５

１万円となっております。 

それでは、１２４ページをお開きください。本表は、地方債の現在高調べとなっております。

合計欄で説明申し上げます。前々年度、平成２４年度末の現在高は７９億８,354万 1千円で

ございます。前年度平成２５年度末の現在高見込額は、７４億３,188万6千円でございます。

当該年度、平成２６年度中の起債見込みは３億１,２３０万円。平成２６年度元金償還見込額は

７億５,５１１万９千円でございます。当該年度末平成２６年度末の見込みは、６９億８,９０６

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、９ページにお戻りください。歳入につきまして

は、前段の審議資料の説明と事項別明細書において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しておりますので、総括表で概要のみ説明申し上げます。 

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
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対策債合わせまして３１億８,５０５万１千円が一般財源となります。したがいまして、特定財

源につきましては国道支出金など合わせまして、９億８,894万9千円となります。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君）  

 特別会計の予算に入る前に２時２０分まで休憩いたします。       

                             休憩  午後 2時０8分 

                             再開  午後 2時20分 

 

○議長（村尾富造君） 

 会議を再開します。議案第１６号 平成２６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１６号 清里町介護保険事業特別会計予算について御説明

申し上げます。 

説明につきましては、予算書の中程、薄茶色の仕切りから介護保険事業特別会計となってお

りますので、１２７ページと別冊の予算審議資料、これにつきましても茶色の次のページの介

護保険事業特別会計の１ページをお開きください。まず予算書１２７ページでございます。 

第１条第１項につきましては、予算の総額と歳入歳出それぞれ４億とんで４６４万６千円と

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。 

次に審議資料１ページの介護保険事業特別会計総括表でご説明いたします。 

平成２６年度の予算総額は、４億とんで４６４万６千円で前年度対比で３８１万８千円の増

加であり、率にしまして１０１％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３１２万３千円の増額、４款道支出金１６４万３千円の減額につきましては、

制度改正を受け、今年度より費目が施設介護サービス給付費から地域密着型介護サービス給付

費に移行になった事業があり、その財源の５％が道の負担から国の負担へと変更になるもので

す。 

５款支払基金交付金７８万円の増額につきましては、介護保険料等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増額しています。 

６款の財産収入は説明を省略し、７款繰入金８８万９千円の減額も負担率に従い、増額して

います。 

８款繰越金、９款収入証紙については説明を省略いたします。 

次の歳出の前年度対比で主な内容について御説明申し上げます。 
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１款総務費は説明を省略します。 

２款保険給付費２３９万９千円の減額は、介護保険料等に見合う給付費を見込んだものであ

ります。 

３款地域支援事業費は、二次予防事業の対象把握と包括的支援事業の伸びによるものです。 

４款基金積立金、５款公債費については説明を省略いたします。 

次に予算書にお戻りいただき、介護保険特別会計の１３７ページの歳出をお開きください。

歳出の主なものについて御説明申し上げます 

１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費は、介護保険に関わる事務経費で特定財源の

その他事務費繰入金とあるのは、一般会計からの繰入金であります。２項賦課徴収費・１目賦

課徴収費については、保険料徴収に係る事務経費で特定財源その他は一般会計からの繰入金で

あります。 

１３８ページをご覧ください。３項介護認定審査会費・１目介護認定審査会費は、網走市ほ

か３町の認定審査会費の負担金であります。次の２目認定調査費は、介護保険認定調査に関わ

る主治医意見書や認定調査の委託の経費であります。 

２款保険給付費・１項介護サービス等諸費・１目居宅介護サービス給付費につきましては、

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の給付

負担金が１億１,113 万 4 千円。福祉用具購入が７４万 5 千円。手摺取り付け等住宅改修が、

１５４万５千円であり、ケアプラン作成などの居宅介護サービス計画給付費が１,６００万円と

なっております。２目地域密着型介護サービス給付費は、歳入でご説明しました制度改正を受

け、今年度より費目が施設介護サービス給付費から地域密着型介護サービス給付費に移行にな

った事業です。具体的には特別養護老人ホーム清楽園のユニットケア２ユニット２０床が密着

型として運営することになり、新たに科目が起きたものです。ちなみに、利用者へのサービス

は従前と変わらずに提供されます。続きまして、３目施設介護サービス給付費１億８,３６０万

円につきましては、特別養護老人ホーム介護老人保健施設等に係る給付費でありますが、前年

対比では、地域密着型介護サービス給付費へ移行した分が減額となっています。次のページを

ご覧ください。４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

数料です。２項高額介護サービス等費・１目高額介護サービス等費８８３万５千円は、自己負

担限度額を超えた場合の負担給付であります。次の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９０万につきましては、医療給付と介護給付の合算が自己負担

額を超えた場合の給付であります。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２,８５０万については、施設の居住費や食費は原則利用

者負担となっておりますが、所得の低い方は負担の上限を設定し上限を超える額を保険で給付

するのでございます。 

次の３款地域支援事業費・1項介護予防事業費・１目介護予防事業費８９万６千円は高齢者

を対象とした介護予防に係る事務経費であり、いきいき健康講座の講師謝礼や二次予防事業の

対象者把握事業の郵送料などであります。次のページ、２項包括的支援事業任意事業費・１目

包括的支援事業費は、地域包括支援センター委託事業に係る経費です。２目任意事業は、在宅

介護の負担軽減と介護技術の普及向上を図るための事業成年後見制度の利用を支援する事業の

助成金などです。次の積立金公債費については省略させていただきます。 

次に歳入につきまして１３１ページの総括でご説明いたします。総括歳入です。１款の介護
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保険料７,４０７万9千円、２款の使用料及び手数料２千円、８款の繰越金１００万円、９款の

諸収入 7 千円の７,５７１万 8 千円が一般財源であり、３款の国庫支出金から７款の繰入金ま

で合計３億２,８９２万8千円が特定財源となります。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第１７号 平成２６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１７号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計予

算について御説明申し上げます。 

予算説明書の黄色の仕切りを１枚お開きいただき、１４５ページをごらんください。第１条

第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億４,９６２万５千円と定めるもので

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、地方自治法の規定により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。 

第３条につきましては、地方自治法の規定により、歳出予算の流用について定めるものであ

り、第１項第１号において保険給付費における同一款内での流用を認める規定でございます。 

次に審議資料によりご説明申し上げますので、別冊の審議資料黄色の仕切り、国民健康保険

事業、特別会計の１ページをお開きください。 

平成２６年度、国民健康保険事業特別会計予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算

合計額は７億４,962万5千円であり、前年度比較では１６０万３千円の減、前年対比で９９．

８％となってございます。 

歳入の款毎における予算額をご説明いたします。１款国民保険税につきましては、税制改正

及び２５年度分の所得見込額により推計し、前年度比較７００万円増額の２億２,０５０万円を

計上してございます。 

２款使用料及び手数料につきましては、前年同額となってございます。 

３款国庫支出金は、国負担率増に伴う療養給付費負担金の増及び前期高齢者交付金の減に伴

う財政調整交付金の増により３,８５９万円増額の１億９,544万2千円を計上してございます。 

４款療養給付費交付金につきましては、算定基礎となります退職被保険者に係る国の調整対

象経費基準額の減に伴い、２５５万５千円の減額となってございます。 

５款前期高齢者交付金７,０５０万円の減額は、前期高齢者医療費の実績及び平成２４年度分

の精算になど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減に伴う財政調整交付金の増により２,５５５万9千円

増額となってございます。 

７款共同事業交付金、８款財産収入につきましては、前年度同額となってございます。 

９款繰入金２４万９千円の増額は、財政安定化支援事業繰入金の増によるものでございます。
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１０款繰越金につきましては、前年同額であり、１１款諸収入５万４千円の増額は、特定健診

徴収金の増によるものでございます。 

続いて歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、前年度対比２万

３千円の減、２款保険給付費につきましては、実績を基に医療費等を推計積算し、５６万８千

円減額の４億９,２０１万６千円を計上してございます。 

３款後期高齢者支援金２５０万円の減額は、算定対象者の減に伴うものでございます。 

４款前期高齢者納付金は、一人当たりの負担調整対象見込額の増により４万円の増額となっ

てございます。 

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６０万円の増額につ

きましては、一人当たりの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８４万２千円の増額の主な要因は、高額医療費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款保健事業費につきましては、６千円の増。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前年同額となってございます。 

２ページをお開きください。２ページは款別性質別節別の予算分類表であり、説明は省略さ

せていただきます。 

３ページは、主要政策事業の事業内容財源内訳、４ページは、国民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１５７ページをお開きください。

歳出の特異的事項について御説明申し上げます。 

１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費・２項徴税費・１目賦課徴税費及び１５８ペ

ージの３項運営協議費協議会費・１目運営協議会費につきましては、特異的なものはございま

せん。 

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金により、１５９ページの５目

審査支払手数料までにつきましては、実績をもとに推計積算し、計上してるものでございます。 

１目一般被保険者療養給付費は、前年度同額の４億２千万円、２目退職被保険者等療養給付

費も前年同額の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きましては、前年度とほぼ同額となってございます。２項高額療養費、１

目一般保険者高額療養費より１６０ページの４目退職被保険者等高額介護合算療養費までにつ

きましても医療費推計等により積算し、１目一般被保険者高額療養費は、前年度同額の４,８０

０万円、２目退職被保険者等高額療養費は、前年度対比５０万円減額の１００万円。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

年同額を計上してるものでございます。１６０頁の３項移送費から１６１ページの５項葬祭諸

費までにつきましては、特定特異的な事項はございません。１６２ページをお開きください。 

３款後期高齢者支援金等・一目後期高齢者支援金につきましては、先にご説明いたしました

が算定対象者の減に伴うものであり、２目後期高齢者関係事務拠出金は特異的なものではござ

いません。 

４款前期高齢者納付金等及び１６３ページの５款老人保険拠出金、６款介護納付金につきま

しては、特異的なものはございません。１６４ページをお開きください。 

７款共同事業拠出金及び８款保健事業費につきましては、審議資料の主要政策事業調べをご
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参照いただき、説明は省略させていただきます。１６５ページをごらんください。 

９款基金積立金及び１６６ページの１０款公債費、１１款諸支出金につきましては、特異的

なものはございません。 

次に歳入についてご説明申し上げますので、１５１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２億２,０６２万８千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５１万４千円。合計５億２,899万7千円が特定財源でございます。 

以上で説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に議案第１８号。 平成２６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１８号 平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計予算

について御説明申し上げます。 

予算説明書の緑色の仕切りを１枚お開きいただき、１６７ページをごらんください。 

第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ６,５５９万６千円と定めるも

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。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、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２６年度後期高齢者医療特別会計予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計

額は６,５５９万６千円であり、前年度比較では６２１万２千円の増額で、対前年度比は１１０．

５％となってございます。 

歳入の款毎における予算額をご説明いたします。１款後期高齢者医療保険料につきましては、

被保険者数想定値の増に伴い前年度比較３０８万９千円の増額の４,５３０万４千円を計上し

てございます。 

２款使用料及び手数料及び３款特別対策事業交付金は、前年同額でございます。 

４款繰入金につきましては、低所得者保険料軽減分にかかる保険基盤安定繰入金が３１１万

３千円の増額。事務費繰入金が２１万円の減額であり、合わせて３１２万３千円の増額となっ

てございます。 

５款繰越金及び６款諸収入につきましては、前年同額でございます。 

続いて歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、事務事業見直し

に伴い、１１万１千円の減額となってございます。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料及び低所得者保険料軽減分にかかる保険基盤

安定負担金の増に伴い、６３２万３千円の増額の６,４２８万7千円を計上してございます。 

３款諸収入諸支出金につきましては、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、性質別節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。 

３ページは、主要政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
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要についてでございますので、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１７５ページをお開きください。

歳出の特異的事項について御説明申し上げます。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、一目徴収費につきましては、特異的な事項はございません。 

１７６ページをごらんください。２款後期高齢者医療広域連合納付金・１目後期高齢者医療

広域連合納付金につきましては、前年度対比で保険料負担金が３０８万９千円、及び保険基盤

安定負担金が３３３万３千円の増額であり、事務費負担金が９万９千円の減となっております。

合わせて６３２万３千円の増となってございます。 

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。 

次に歳入についてご説明申し上げますので、１７１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款繰越金及び６款諸収入の内2千円を合わせまして、４,５３０万８千円が一

般財源であり、３款特別対策事業交付金・４款繰入金及び６款諸収入の内５０５万１千円、合

わせまして、２,０２８万8千円が特定財源でございます。 

以上で説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第１９号 平成２６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（藤代弘輝君） 

 既に上程されております、議案第１９号 平成２６年度清里町簡易水道事業、特別会計予算

について御説明申し上げます。 

予算書の水色の仕切りをお開きいただき１７７ページをご覧ください。第１条第１項につき

ましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ５,９８２万3千円と定めるものです。 

第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書に説明申し上げます。 

先に審議資料により、予算の概要を説明いたしますので、別冊の審議資料水色の仕切り簡易

水道事業特別会計の１ページをお開きください。平成２６年度予算の総括表をご説明申し上げ

ます。 

歳入歳出の予算合計額は、５,９８２万3千円となっており、前年度当初予算と比較では、４

８９万３千円の減、対前年度比９２．４％となっております。 

歳入の款毎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２５年度実質見込みを参考としながら、前年度比較１１４万９千円の減の

４,９３５万２千円を計上いたしております。 

２款財産収入につきましては、前年度比較、１千円の減となっておりますが、基金利子の減

によるものです。 

３款繰入金につきましては、前年度比較２４８万１千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の繰り入れにより１５１万８千円の減、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９６万３千円の減となります。 

４款繰越金につきましては、前年度同様、５款諸収入は、前年度比較１２６万２千円の減と

なっておりますが、町道整備に伴う水道配水管の補償費の減がその内容となっております。 
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次に歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、職員人件費及び料

金システム改修委託料、公課費の増が主な要因となり前年度比較１５７万９千円の増となって

おります。 

２款施設費につきましては、町単独事業となる町道整備に係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量の減が主な要因となり、前年度比較で４４５万円の減となってお

ります。 

３款公債費２６５万６千円の減につきましては、元金及び利子償還金の減によるものです。 

４款基金積立金６３万４千円の増は、簡易水道施設整備基金積立金の増であります。 

２ページをお開きください。２ページは款別性質別節別の予算分類表であり、説明は省略さ

せていただきます。 

３ページをごらんください。平成２６年度の主な事業内容について御説明申し上げます。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１５４カ所を実施する経費として、９４５万円を計上

いたしております。 

それでは予算書の説明を申し上げます。歳出よりご説明いたしますので、簡易水道事業特別

会計予算の１８５ページをお開きください。歳出の特異的事項と財源内訳についてご説明いた

します。１款総務費・２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。なお１３節委託料

にメーター器検針委託料及び料金システム改修委託料、水質検査委託料、施設点検委託料、合

わせて６２３万６千円を計上いたしております。 

１８７ページをごらんください。２款施設費・１項施設整備費・１目施設整備につきまして

は、先ほど主要施策でご説明申し上げた９４５万円を計上いたしております。 

３款公債費及び４款基金積立金につきましては、総括表でご説明したとおりであり特異的な

事項はありません。公債費の特定財源のその他８４６万２千円は、一般会計からの繰入金であ

ります。また基金積立金の特定財源のその他８千円は基金利子となっております。なお、１８

８ページから１９５ページにつきましては、当会計に属する職員１名分の給与費明細書であり

一般会計と同様の内容様式となっておりますので、説明を省略させていただきます。 

続いて、１９６ページをごらんください。本表は、地方債の現在高調べとなっております。

区分は簡易水道債と過疎債であり合計欄でご説明いたしますが、前々年度、平成２４年度末現

在高は、２億２,９００万３千円。前年度平成２５年度末現在高見込額は、２億７４１万６千円。

当該年度平成２６年度中の元金償還見込額は、１,９２７万8千円。当該年度平成２６年度末の

現在高見込額は、１億８,817万8千円となる見込みであります。 

次に歳入についてご説明申し上げますので、１８１ページへ戻りください。歳入につきまし

ては、前段の審議資料において御説明申し上げましたので、総括表でご説明申し上げます。 

１款使用料及び手数料、４款繰越金、５款諸収入のうち預金利子の千円それらの合計５,１３

５万３千円が一般財源であります。 

２款財産収入、３款繰入金合わせまして、８４７万円が特定財源となっております。 

以上提案理由の説明といたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第２０号 平成２６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（藤代弘輝君） 

 既に上程されております、議案第２０号 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計予

算について御説明申し上げます。 

予算説明書の薄紫色の仕切りをお開きいただき１９７ページをごらんください。 

第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれで９,７９９万２千円と定める

ものです。 

第１条第２項につきましては、後程事項別明細書に御説明申し上げます。 

次に審議資料により予算の概要を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ページをごらんください。 

平成２６年度農業集落排水事業特別会計予算総括表を説明申し上げます。歳入歳出の予算合

計額は９,７９９万２千円となっており、前年度当初予算との比較では２４７万８千円の減。対

前年度比９７．５％となっております。 

歳入の款毎における予算額を対前年度比較において御説明申し上げます。 

１款分担金及び負担金につきましては、増減はありません。 

２款使用料及び手数料につきましては、平成２５年度実績見込み額を参考としながら前年度

比較１８９万５千円の増、３,９１６万円を計上いたしております。 

３款財産収入につきましては、前年度同様の計上となっております。 

４款繰入金につきましては、一般会計繰入金であり前年度比較４３７万３千円の減となって

おり、その要因は、起債償還額の減によるものです。 

５款繰越金及び６款諸収入は前年度同額を計上いたしております。 

次に歳出の款毎の予算額をご説明申し上げます。１款総務費１９０万３千円の増につきまし

ては、施設管理費の修繕料の増によるものであります。 

２款事業費につきましては８千円の減となっております。 

３款公債費は４３７万３千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

です。２ページをお開きください。 

２ページは、款別性質別節別の予算分類表であり説明は省略させていただきます。 

３ページをご覧ください。２６年度の主な事業内容ですが、公共桝の新設工事として４カ所

９０万円の事業費及び下水道メーター器更新工事に併せ、更新工事に１９万１千円、処理施設

の機器類の年次的修繕費として２９９万２千円合わせて４０８万３千円を計上いたしておりま

す。特定財源１０万円は、農業集落排水施設分担金となっております。 

それでは、予算書のご説明を申し上げます。歳出よりご説明申し上げますので、農業集落排

水事業特別会計予算の２０５ページをお開きください。歳出の特異的事項を財源内容について

御説明申し上げます。 

１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費につきましては、当会計に属する職員１名分

の人件費及び管理的物件費等となっており特異的な事項はありません。２目施設管理につきま

しては、次の２０６ページの１３節委託料８８９万４千円をはじめ２施設にかかわる通常の維
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持管理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・一目農業集落排水事業につきましては、先ほど主要

施策で説明した町単独事業及び下水道台帳整理等と行う委託料を計上しており、特定財源のそ

の他１０万円は農業集落排水施設分担金となっております。続いて２０７ページをごらんくだ

さい。 

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５,７２２万6千円を計上してお

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おります。 

２０８ページから２１５ページにつきましては、職員１名分の給与費明細書であり、一般会

計と同様の内容様式となっておりますので説明を省略させていただきます。 

続いて、２１６ページをごらんください。本表は地方債の現在高調べとなっております。区

分は水道債、特例債、過疎債であり合計欄でご説明いたします。前々年度、平成２４年度末現

在高は６億５,５６５万２千円、前年度平成２５年度末現在高見込額は、６億１,３７８万３千円。

当該年度平成２６年度中の元金償還見込み額は４,１７２万４千円。当該年度平成２６年の末の

現在高見込額は、５億７,２０５万９千円となる見込みであります。 

次に歳入についてご説明申し上げますので、２０１ページにお戻りください。歳入につきま

しては、前段の審議資料におきまして御説明申し上げましたので、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款諸収入の合計４,０６６万１千円が一般財源であ

り、１款分担金及び負担金・３款財産収入・４款繰入金に合わせて５,７３３万１千円が特定財

源となります。 

以上で、提案の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第２１号 平成２６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） 

 すでに上程されております、議案第２１号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計予算につ

いて御説明申し上げます。 

予算説明書のうぐいす色の仕切りの次のページ、２１７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８,１３０万３千円と定めるも

のでございます。 

第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明いたします。 

第２条につきましては、一時借入金の借入最高額を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ページを

お開きください。予算総括表でご説明いたします。 

平成２６年度の歳入歳出予算額の合計は、８,１３０万３千円であり、前年度比較では９０２

万３千円の増加となっており、前年度対比では１１２．５％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７千万１千円は、財産売払収入並びに財産運用収入であります。前年度に比較

し２８０万円の増は、消費税の引き上げ並びにブランドデザイン一新に伴う販売額の増加を見

込んでいるものでございます。 
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２款繰入金１,０９８万７千円は、基金繰入金並びに一般会計繰入金で６９２万３千円の増は、

新規採用技術職員の人件費並びにブランドデザイン一新に伴う諸経費として一般会計からの繰

入金です。 

３款繰越金に３０万円は前年度繰越金です。 

４款諸収入１万５千円は前年度同額であります。 

続きまして３ページをお開き願います。 

平成２６年度焼酎等製造販売計画についてご説明いたします。 

１の製造計画でありますが、じゃがいも１万７,４００kg を原料に使用し、仕込み回数１４

回、製造量は、アルコール分２５度換算数量で２５ｋｌを製造いたします。 

２の販売計画でありますが、販売本数は焼酎、飲料水その他合計で１０万２６０本。販売数

量５６ｋｌ。販売額は７千万円で、前年より２８０万円の増としてございます。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。ご参照ください。 

次に歳出についてご説明申し上げますので１ページにお戻り願います。１款総務費は４,５６

９万８千円。前年度より１ ,５０１万４千円の増となった主な理由は、新規採用技術職員の人

件費並びに公課費を製造費から総務費に移行したことによるものです。 

２款製造費は、３,５５７万４千円。前年度より５９９万１千円の減となった主なものが公課

費を総務費に移行したことによるものでございます。 

３款公債費、４款基金積立金は前年度額です。焼酎の事業別特別会計の款別性質別節別予算

分類表でございます。款別並びに前年度比較増減理由につきましては、総括表でご説明いたし

ましたので説明は省略させていただきます。後ほどご参照ください。 

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２２５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、新規採用職員を含めた３名の人件費並び

に管理用の物件費及び公課費などであり説明欄に記載のとおり、職員の給与費が２,００２万７

千円。一般事務費が４７８万６千円、次のページをお開きください。焼酎販売事務費が１,９８

４万3千円。施設で維持管理事業費が６４万５千円。次のページをお開きください。車両管理

事業費が３９万７千円でございます。２款製造費・１目醸造費はじゃがいもを原料として１４

回の仕込みに掛かる製造経費並びに瓶詰め経費などの物件費であり、説明欄に記載のとおり臨

時職員雇用事業費が７９２万円。焼酎醸造事業費が２,７６５万４千円であります。 

次の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ます。

４款基金積立金・１目積立金１千円は、基金管理運用事業費でございます。 

２２９ページから２３６ページまでは、当焼酎事業会計職員３名分の給与費明細であり、一

般会計と同様の内容となってございますので、説明は省略させていただきます。 

次に歳入のご説明を申し上げますので、２２１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款財産収入は、７千万１千円。２款繰入金は１,０９８万７千円。３款繰越金

は３０万円。４款諸収入は１万５千円で、歳入合計は１,１３０万３千円であり、２款繰入金の

うち９４４万４千円が一般会計からの繰入金となってございます。 

内訳につきましては審議資料の歳入でご説明をいたしましたので省略させて頂きます。 

以上、説明を終わります。 
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○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。議案調査のため、３月１１日から３月１６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１１日から３月１６日までの６日間、休会することに決定しました。 

 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 ３時０８分 
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平成２６年第１回清里町議会定例会会議録（３月１７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。 

   一般質問（３名 ３件） 

   議案第１５号～議案第２１号（各会計予算案の質疑） 

 

 ●予算審議説明員補助者 

  総 務 課 総務Ｇ      主 幹  熊谷 雄二   主 査  鈴木美穂子 

                 主 査  泉井 健志 

        企画財政Ｇ    総括主査 三浦  厚   主 査  宮津 貴司 

                 主 任  土井 泰宣 

  町 民 課 町民生活Ｇ    総括主査 清水 英勝   主 査  梅村百合子 

        税務・収納Ｇ   主 幹  鈴木  敏    

  産 業 課 商工観光・林政Ｇ 総括主査 野呂田成人   主 査  樫村 亨子 

                 主 査  北川  実 
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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  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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 先に通告申し上げましたとおり、清里焼酎がリニューアルされ「じゃがいも焼酎北海道清里」

として、９月の産業まつりを期して販売が開始されます。販売開始まで６カ月を切りました。

具体的な取り組みについて町長にお伺いをいたします。 

今年度で４０年を迎える焼酎事業、振り返ってみますと櫛引町長が、産業課勤務当時からス

タートして、今日を迎えております。清里焼酎をこよなく愛する町長ですからリニューアルさ

れたじゃがいも焼酎北海道清里として、販売開始にかける想い、期待も大きいのではないかと

思います。個人的ですが、私もスタート当時の原料でありますじゃがいも、南瓜の生産者とし

て関わらさせていただいたことを思い出しております。清里焼酎がリニューアルされる今年、

みんなで飲もう語ろう清里焼酎をスローガンに平成２６年度から３０年までの５カ年の清里焼

酎事業経営計画が示されました。 

そこで第１点目として、本計画の販売拡大に向けた取り組み。ブランドデザインの報告でも、

地元に愛されてこそ清里焼酎。いかに町民と一体になって、ゴールに向かっていくかが鍵とな

ると言われています。今よりもさらに町民に愛され飲まれるための町内町民に向けた具体的な

取り組みについてお伺いをいたします。 

２点目として、北海道、日本、世界に向けた戦略が示されています。その中でも株式会社山

口油屋福太郎との焼酎コラボレーションの実施に向け、現状はどのようになっているのか。さ

らに販売開始時期はいつ頃を目指しているのか。お伺いをいたします。 

３点目として、事業会計収支計画の５カ年間が示されているわけですが最終的にはどのよう

に５年後を描かれているのか。以上３点についてお伺いをいたします。 
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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） 

 只今の加藤議員の御質問にお答えを申し上げます。じゃがいも焼酎北海道清里の販売開始に

向けての１点目の販売拡大に向けた取り組みについてであります。 

清里町特産のじゃがいも焼酎は、昭和５１年に試験醸造開始して以来、北海道を代表する本

格焼酎として認知をいただき、製造販売における直接的な事業効果はもとより、全国の一村一

品運動の先駆けとしての特産品開発による町おこしの先進的な取り組みにより、清里町の知名

度が飛躍的に向上をいたしております。いろんな面での間接的な相乗効果は、はかり知れない

ものがあるものと認識をいたしております。 

 また、全国の自治体で唯一焼酎の醸造免許を取得いたしまして、特産品としての焼酎醸造を

開始したことは、町民の大きな誇りでもあります。そして、焼酎事業を通して培われた取り組

みが、今日の町民と行政とのパートナーシップ事業として推進されております、花と緑と交流

のまちづくり事業による協働の事業として発展してきたことは明確でありまして、こうした取

り組みに対しまして、道内外からも高い評価をいただき多くの方々の視察研修をいただいてい

る、そういう状況にあります。 

そうした中、平成２６年度は、清里町が焼酎事業を目指して、職員を試験場に派遣してから

４０年という大きな節目の年となります。この間、事業所の旧清里高校の特別教室を改造し、

醸造を事業所としてから、そして今日の焼酎工場までの創業、そして幻の焼酎の時代から第２

次の焼酎ブームの到来、数々の編成を乗り越えながら、北海道における乙類本格焼酎の草分け

としての今日のきよさと焼酎を築き上げてきたところでございます。 

こうした節目を迎えまして昨年、東京の若手デザイナーに依頼をしておりました、清里焼酎

ブランドデザインが提案をされました。デザインのリニューアルに向けた取り組みが進められ

ております。 

また、新たな市場の開拓や魅力ある製品の開発事業会計収支などの取り組みを方向づける清

里町焼酎事業経営計画が、本年の２月に策定がされたところでありまして、平成２６年度以降

につきましては、本計画に基づいて事業を推進する予定といたしております。本計画に基づく

具体的な販売員促進等の内容でございますが、現在進めております清里焼酎ブランドデザイン

計画の提案に基づきまして、焼酎のラインナップにつきましては、現在の８種類から定番・原

酒・樽酒の３種類に整理をいたします。ネーミングにつきましても、行政登録名であります北

海道清里に統一をしてまいります。また、ボトルデザインにつきましては、既存の焼酎の概念

に捕らわれない北のじゃがいも焼酎をイメージした、オリジナルボトルにリニューアルをして

まいります。さらにボトル容量につきましては、ウイスキーやブランデーなどと同様に、世界

基準の７００ミリリットルとしてまいる予定であります。さらに原酒等の贈答用につきまして

は、地元産のベニヤ板を使用した木箱に入れるなど、プレミア感を高めた商品として、販売を

してまいる予定といたしております。 

宣伝ＰＲにおきましては、ホームページやブログでの紹介に併せ、じゃがいも焼酎北海道清

里の認知度を高めるために、女満別空港や道の駅レンタカーショップ、観光案内所など観光客

の入り口となる場所に、ポスターや広告看板などを用いたＰＲを集中的に展開してまいります。
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なお、新たなブランドデザインによる新商品につきましては、９月のふるさと産業まつりを期

して一斉に販売の開始をしてまいる予定といたしております。 

併せて、町内の飲食店で皆さんに飲んでもらえるための具体的な清里焼酎を愛される取り組

みでございますが、平成２４年からは町内の小売店に限りまして、工場からの卸価格で現在出

荷をいたしております。そうしたことから小売店においては、小売価格を引き下げてそれぞれ

販売するなど、一定の効果が見られているというふうに理解をしております。今回のこのリニ

ューアルを機に町民の方々に少しでも愛されるよう、町内の飲食店でもほかの焼酎と比較して

も割安感を感じることのできるような具体的な施策などにつきまして、今後小売店飲食店など

そしてまた議会とも十分に協議を進めながら、具体策の模索をしていきたいというふうに考え

てございます。 

また、販路の拡大につきましては、ブランドデザインを一新することによる宣伝ＰＲ効果を

最大に生かしながら北海道内はもとより、本州方面での販売の向上とあわせ、海外市場へのア

プローチにつきましても積極的に進めてまいりたいと考えております。具体的な販売営業とい

たしましては現在、４グループのマックスバリュー関東さんにおきまして、昨年まで関東圏域

で１７店舗での清里焼酎販売をいただいておりましたが、この３月からは店舗を５０店舗に拡

大されて販売がされるということでございますので、継続したら店頭ＰＲを積極的に実施をし

ながら、販売の促進を図っていきたいと考えております。 

また昨年、小清水町に煎餅工場の開設をされました「株式会社山口油屋福太郎」さんには、

清里焼酎とのコラボ商品の販売に向けて現在、清里焼酎限定の卸し免許の申請をしております。

早ければ今月中遅くても、４月中にはそれの免許がおりるものと考えております。ついては、

免許の交付後におきまして取引が一気に進んでいくものというふうに理解をしておりますし、

本店及び小清水の工場の売店におきまして、めんべいとコラボをした清里焼酎の販売が進むよ

うに、一層連携を強化をしてまいる所存でございます。 

また、外食産業への営業でありますが、清里町で毎年合宿をしております、東京大学陸上部

のＯＢの方より紹介をいただきまして、現在白木屋グループモンテロ―ザさんへ清里焼酎をメ

ニューに加えていただけられるように営業を行っているところであります。かなり大きな全国

１,７００店舗というチェーン店でありますから、そう簡単には食い込んではいかれないという

ことでありますけれども、粘り強く、これらについても、挑戦をしていきたいというふうに思

っております。 

また、管内湧別町の出身者が経営をいたしております、株式会社ラムラの飲食店。これも全

道、全国３０店舗から４０店舗を所有しているということでありますが、ここの店舗について

も営業の働きかけをいたしております。またそれを含めながら、改めて近隣の大手のスーパー

や飲食店を中心に販路拡大に向けた積極的な取り組みを進めてまいる所存でございます。 

次に２点目の事業会計収支計画の考え方でございます。 

焼酎事業の推進につきましては、可能な限り経費の節減を図りながら、流通販売数量の拡大

に努めるバランスのとれた収支計画を目標に事業の推進に努めて参る所存でありますが近年、

御案内のように、全国のお酒の消費量が年々減少している状況にあります。そうした中、流通、

販売を取り巻く厳しい環境ではありますが、今般のデザインリニューアルこれを機に販売営業

強化を図っていきたいと考えております。 

事業会計における収支計画につきましては、平成２７年までの３年間、醸造数量を販売数量
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の５割に押さえながら、在庫の調整に基づく販売契約を進めておりまして、それらに係る事業

収支計画となっているところでございます。但し、平成２８年度からは販売数量の増加に合わ

せながら製造数量も増やしてまいり、３０年の最終年度におきましては、製造と収支数量のバ

ランスと収支の均衡がともに図られる計画内容といたしております。つまりこの３０年最終年

が経営収支の分岐点ということでございます。また、そうした収支バランスにつきましても、

その過去の分岐点の計算をしながら、目標における収支の額といたしましては、８,５００万円

と定めたものでございます。 

こうした目標到達のために、町民の皆さんからの温かい御支援とご協力をいただく中、全職

員、一丸となり販売、営業努力をしてまいる所存でございます。御案内のように、特別会計に

おける事業収支基本的には、収支のバランスを図っていくということでございまして、自主、

独立での事業収支がとれるように努力をしてまいりますが、情勢の変化いろいろございます。

仮に収支不足が生じるような状況になったという場合においても、一定の基準のもとに一般会

計からの繰入措置と講じながら、運営を続けてまいりたいというふうに考えてございますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

なおブランドデザインの一新による宣伝ＰＲによりまして、清里町ならびに清里町焼酎の知

名度が一層高まり販売額の向上とあわせ、清里町への来訪者など間接的な相乗効果が期待する

ことにつきましても、大きく期待するところでもございます。 

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） 

 加藤健次君。 

○４番（加藤健次君） 

 ただいまの答弁を聞きまして、積極的な部分が非常に見受けられたわけですが、その中で、

具体的に町内向けについてお伺いをしたいと思います。ただいまの御答弁の中で、飲食店で飲

む清里焼酎が割安感の持てる飲み方を模索していくと。具体的にどのようなものを現時点で考

えられているのか、お伺いを致します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま、町内での愛される焼酎の販売ということでありますが、具体的な部分としては、

小売店飲食店など関係の方々がございますので、そういう方面の方々ともより詰めていかなけ

ればならないとは考えておりますが、清里焼酎そのものの値段と、甲類としての一般の大五郎

だとかいろいろありますから、そういう部分とはどうしても乙類、甲類の比較になりますので、

格差があるということは事実でありますので、こうした部分をですね、いかにそれらに近づけ

られるような価格としての手法がとれるのか。もう１点は、数量としてのプレミアム感をつけ

るのかそういうような部分を含めてですね、いろいろ検討させていただきたい。中身が具体的

にまとまってきた段階ではですね。当然販売額にも影響をしますし、小売店の部分での影響が

無いようにいろんな部分での応対をしていかなきゃならんというふうに考えておりますので、
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議会とも十分に内容については、詰めてまいりたいというふうに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） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

内容的には解るんです。それでは具体的にどうするのかと言うことが、私は問われるのでな

いかなというふうに思います。確かに甲乙の関係はあります。でも清里焼酎は清里で造られて

いるんです。今回の報告にもありますように、地元に愛され、地元で飲まないとだめなんです。

このことを思ったときにですね。この焼酎事業４０年たちました。当初は農業振興、そして地

域経済の活性化ということでスタートしたわけです。今４０年経ってリニューアルして、今か

ら進もうとした時に今までと同じような考え方で事業展開していくことは、非常に難しいだろ

う。ましてや、ただ今町長が言われましたように今の置かれている焼酎の現状は、なんぼリニ

ューアルしても大変な状態が続くっていうのは、はっきりしているわけです。そのときに同じ、

じゃがいも焼酎っていうのが道内にもあるわけです。それらとどう立ち向かっていくのかとい

う問題もあるんです。 

でも今の質問は、町内の問題です。その中で、まず町内の皆さんに飲んでもらえる環境。少

なくても家で飲む部分は、町長が言っているこれからも続ける一升瓶での割安感の焼酎で私は

良いだろうと思います。でも飲食店で飲むときに、甲乙があっても清里で造った焼酎であれば

同じように飲める。あるいはむしろ安く飲める環境をどう築いていくかってことです。考える

んじゃないんです。気づくんです。これは農業政策でなく地域振興政策ですよ。町長が言う、

この町に住んで良かったという町のために、清里に焼酎があるからと誇りのために。私は地域

振興の中から各飲食店にですね、例えば１０リッターの樽を新しく造るなり、あるいはそれを

ピッチャーで飲むなり、シングルで飲ますなりダブルで飲ますなり、そういう形で焼酎を飲ん

でいただける人には、むしろ清里焼酎の方が割安感で美味しい。甲乙の中における乙の中にお

ける健康に優しい、体に優しい。このことをやっぱり体験して飲んでいただくものを築くべき

だと。そして、清里焼酎を飲みながら、町民は清里焼酎の宣伝マンになり、そしてまちづくり

を語らんとだめなんですよ。具体的に町長、今の提案、どのように考えますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまのご質問全くそのとおりかなというふうに思っておりますから、気持ちとしては同

じでありますが、しかしそうであっても、今この場でですね。この手法、この手法という具体

的な部分というのは、やっぱり相手がありますんでね。具体的にそこら辺詰めていきたい。  

 ただ、先ほども申し上げましたように、少しでも愛飲していただける手法として、他の焼酎

とも兼ね合いがありますけれども割安感も感じられるようなそんなやり方をとっていきたいな

というふうに思っております。その具体的な手法としては、先ほど言いました、価格の問題も
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ありますし、数量的な問題もありますから、そういう部分を含めてですね。やっぱり我が町の

焼酎を本当に今回の計画にもあります、みんなで飲もう、語ろう、清里町。こういうスタイル

になるようなですね、方策を考えていきたい。 

会計は事業会計ですから、収支のバランスも必要かと思いますけれども町内部分については

ですね、そこらへんをトータル的に見た中でどれだけ清里の町にその振興策として、この事業

が浸透していけるかという部分を含めながら、全体の対応を考えていきたいというふうに考え

ておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○４番（加藤健次君） 

具体的にはいいですが、結果的に飲食店で割安感を持って飲める環境を必ずつくっていただ

くということ。そういう中からもう１点は、その町内における小売店、あるいは販売場所にお

ける価格差の問題です。で町長、先ほどの答弁の中に、昨年度から工場直轄で卸しを通さない

でやっていきますよとこういう表現がありました。これから清里焼酎を町内で販売し、町外に

向けて、大きく販売の拡大をしていく中における地元清里です。その時における販売の方法、

町長の執行方針の中においても、直売場のあり方について非常に効果があったと。さらに、よ

り良い方向に改善をしていくという意思があるという表現なのか。あるいはこれらの販売方法

やその辺について、どのようにまず価格差の問題、そして町内における販売の問題。この辺の

考え方のお伺いをいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町内における小売店での価格の関係でありますが、先ほども申し上げましたように卸しの工

場の卸価格で現在は、清里町内の小売店に限って出荷をしていると。昔は卸問屋に一回納品し

てからその卸問屋を通じて小売店に入ってきたというその中間があったわけですが、それを全

部町内部分についてのみ解消して、一気に工場直送の卸価格ということで今、均一どの小売店

にも卸しているというのが実情であります。 

ただ、それぞれの小売店での販売価格、希望参考小売価格は、こちらの方でも押さえており

ますけれども、現状問題としてはですね。それぞれのお店屋さんがどういう対応の中で、販売

をしていくかということになってくるということでありますので、その時々のイベントをかけ

るときも違う売り方をしていますし、通常のときもそれぞれの値段をつけてお売りなられてい

ると。基本的に町の方で今、卸値で直接小売店に出荷をしていることによって希望価格よりは、

どのお店も下げて、買いやすい千円前後ぎりぎりぐらいのところで皆さんが今やられてるいう

ことでございます。そうした中においてですね、こちらの方から何ぼにしてくださいというこ

とは、独占禁止法もありできませんが、それぞれの中で横睨みをしながら、皆さん方いろいろ

努力をされているということでございますので、こういう形になってきたことについては、非

常にありがたいし、嬉しい事だなというふうに思っているところであります。基本的には卸価

格をさらに下げてっていうことになりますと、なかなか面倒なところございますので、今現状

の中、しばらく様子を見ながら、さらに販売が拡大するような手法について、いろいろ小売り
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店側とも相談をしながらどういうやり方がいいのか。小売店、小売店のそれぞれの特徴は持っ

て、お店の方でも考えていただいておりますが、もし要望等があれば、先ほどちょっとありま

したように樽での販売ができないだろうかだとか、いろんな手法がそのお店お店でも特徴はつ

けられるのかなというふうに思っておりますね。できる範囲内のうちにおいて一緒に考えてい

きたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君 

 

○４番（加藤健次君） 

 小売りの関係については、町長に言うとおり独占禁止法の問題もあります。いろんな形の中

で町がこうしろと言うことはできません。ただですね、これはこれから清里町全体として、こ

の焼酎をみんなで、町長も今もまた言いましたけど、語ろう飲もうなんですよ。そして、これ

は清里焼酎だということであれば、清里町が直売場なんですよ。世界に向けて発信していくん

でしょう。焼酎工場がある、清里町全域が直売場なんですよ。そのときに清里でいくと１番安

い所は９８０円。１番高いと言いますか、そこは１,４００円という現実なんですよ。これは一

緒にしろとは言いません。いろんな部分を考えていかないとならんですけども、こういうとこ

ろをできるだけ飲食店でない小売店の皆さん、そして住民の皆さんと話し合いをしながらです

ね。まさかそれぞれ小売り単価が全部違うわけではないと思うんです。それがなぜ９８０円で

あり、１,４００円になるのか。そして焼酎工場の直売所も大切です。私は良いと思います。で

も、清里町全域の中で焼酎の売れる場所の全てがほぼ同じような単価で、売れる方法なり環境

を作って、清里に来た人はどこで買っても同じような金額で買える。これが清里焼酎だ。清里

町全体が直売場だ。是非、こういう感覚に立っていただきたいと。町長が言うとおり、収支は

合いません。私は、最初に言いましたとおり、造るのは焼酎事業所焼酎特別会計で良いじゃな

いですか。でもこれらを販売し、町民に親しく飲んでもらう。喜ばれる。そして売るための宣

伝費。これは、地域振興策で良いじゃないですか。どうして自信を持って、事業展開をしよう

としないのか。私はこの４０年経って、先ほど言いましたけども、今日まで農業予算、今も農

業予算なんです。でも、結果的な地域振興ですから良いかと思うんです。今回のリニューアル

に関して行っていく事業展開、こういうものは先ほど言いましたけども、住んでいて良かった、

このまちに誇りを持てる。焼酎の飲める人、アルコールの飲める人は、この安い健康に良い焼

酎を飲んでいただけるような環境を是非つくる。それは５年後の清里焼酎の今後どうなってい

くかという事と等しくなると思うんです。その町内向けの部分について、ひとつ是非具体的に

進んでいただきたいとこのように思います。 

そして今回この計画の中でも謳われています町民一体となって、つくり上げて行くんだと。

こうゆう中で１つの例の中には、清里焼酎乾杯条例。これは行政が提案するのか、議会が提案

するのか、いろんな手法はあります。でも、ここに謳われている基本的にはいろんな場面で、

飲めるチャンスがあればそういうものもしようってことは、私は非常に良い事だろうとこうゆ

うふうに思うわけです。こないだも牛乳で乾杯。あるいはワインで乾杯。全国で４０近くのこ

ういう条例、あるいは振興条例があるそうですが、清里もそれに真似することなく、今回の焼
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酎事業を本当に町民中心になって進展していくんだ。こういうことで非常に大切なことだと。

この辺の考え方について、ちょっとお伺いをしたいのと同時にですね。この焼酎研究をしてか

ら実際に焼酎事業を展開する中で、清里町焼酎醸造事業運営委員会。こういうのが清里町にあ

るわけですが、これらの実態。そしてここにはトータル的な事業展開について協議すると。こ

れは、商工関係から、農業関係、林業関係、青年部、婦人部、労働者、自治会、学識経験者こ

ういうものを含めてやって行くというのがあるわけです。こういうものの中で、検討されてき

ているのか。或いは、されてるされてないでなくて、これからどういうふうにしていこうかと

いうあたりを考えたときに、これ等を合わせてどういう見解をお持ちであるかお伺いをいたし

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の質問３つあるかと思いますが、一つは町内での販売価格差の関係。それからもう一

つは、広く町民に愛してもらうための乾杯条例等の制定の関係。そしてもう一つは、この計画

の中にもあります、清里町ブランドを事務局として、これはたまたま事務局と仮の名称で書い

てありますがそういう全体の町民上げての体制づくりとそういう部分での三点かと思います。 

まず、１点目の価格の問題です。ただいま御指摘をいただきましたように、町内の小売店で

臨時的な場合のですね、イベントとしての価格は別にして、通常店頭で現在も売られている価

格といたしましては、１,４００円から９８０円とこれだけの差があるということであります。

私どももそれは、押さえているところでございます。通常的に一般のところがですね、そんな、

極端な例はないんですけれども、この１,４００円については、希望小売価格が１,１９０円です

から、ちょっと高いということでお話をさせてもらったことはあるんですが、基本的にはここ

の場所、１,４００円での場所については、飲食を兼ねてやっている場所なもんですから。そこ

で買って持ち込まれてしまうと、これは大変なことになるということで、飲食に提供している

価格を持って、売っているんだということであります。だから、１,４００円ですが、飲食をや

っているので承知ください。小売りじゃないんですという感覚でやられているようであります

ので、それは、そのお店の経営方針でありますから、やむを得ないところもあるのかなという

ふうに思ってます。できればですね、私どもの気持ちとしては、あそこでは売店として売って、

せめて希望小売価格に近いところでですね、売っていただければありがたいなというような思

いは、お伝えをしながら今日に至っているというところでもございます。なるべくですね。割

安感を持って、町民の方々も買えるようなことになっていけばいいと思っていますし、多く飲

食をされる、飲まれる、愛飲をされている方には、ぜひ１升瓶と言って、物すごい割安感ある

焼酎があるわけですから、今回瓶のデザインは変わりませんけれども、ラベルのデザインは、

今回変えるやつに合わせていきたいというふうに考えておりますので、そちらのほうも多いに

利用していただきたいと思います。町としても積極的にそれを活用してもらう。一般の自宅で

飲まれる方に、そういうＰＲを積極的に進めていきたいというふうに思っております。個々の

お店での価格９８０円からばらつきはありますけれども、それを統一するとか云々という直接

介入ができないということについても御理解をいただきたい。いろんな機会を通じながら安く
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売ってもらえればありがたいとそういうようなことでのお話をさせていくということで、ご理

解をいただきたいというふうに思います。 

それから、乾杯条例の関係であります。これは、乾杯条例につきましては、御質問にありま

したように、全国でもう既に４５ぐらいのですね、市町村において乾杯条例ができているそう

でありまして最も多いのが日本酒での乾杯条例というのが多いわけでありますが、条例の中身

をみますと、ほとんどのところというのは、直接自分のところで醸造メーカーを持っているか

ら云々ではなくて、その地帯としてお酒が盛んなところは造り酒屋があるし、みんなで地域の

物を愛しましょうという意味でですね、やられているというのが多いようであります。 

清里の場合は、それもそうですが、清里町自体が免許を持って製造しているということであ

りますから、逆に言えば、遅きに失したのかなという感じもしないわけではありませんけども。

これを機にですね、多くの町民の方にそういう理解をいただき、そしてさらに愛してもらって、

誇りを持って宣伝ができるとそういうような意味においてもですね、この条例を何とか制定で

きないかという方向で検討していきたい。ついてはですね、こういう嗜好品に対する条例です

から、それを行政があれにせい、これにせいというような、こうゆうのは、ちょっと憚れると

いうようなこともあります。できればですね、今までのそういう形態から見ても、議員提案で

のお願いやら、また町民の方々からのですね陳情要請によってですね、制定に持ち込んでいく

と。こういうようなスタイルが非常に多いようでありますので、これからですねそういう方向

性も十分に議会とも相談しながら、最も愛される形での条例制定ができればなというふうな思

いを持っている次第でございます。 

次に、３点目の関係であります。御指摘を頂きました焼酎の醸造運営委員会というのがあり

ます。これ現時点ではそれが機能をしていないというよりも１回役割を終了しているというこ

とでございまして、昭和５８年以前もですね運営委員会ではない検討委員会の形で、研究委員

会の形であったわけですが、５８年に今の焼酎工場に移設ようは焼酎工場新設するという段階

において、その委員会が出来てどういうふうな手法を持っていて、そしてどんな場所を持って

やって行くかという大きな課題についての運営委員会がそこで設置がされています。具体的に

は５８年の５月にスタートをして最終的には、平成元年の任期が満了を持ってそれで役割を終

えたということになっております。当時は、先ほど申し上げましたように焼酎工場を新しく建

てて、そして新たな販売戦略のもとに進めていくのと併せて会計が一般会計から特別会計への

移行というものも含めた中での整備がこの中でされたというふうに理解をされているところで

あります。今般ほぼですね、また新しい形でのスタート、再スタートに近いものが、私として

は、気持ちがございます。前の形としての運営委員会にとらわれること無く、若い人方の声も

十分に聞けるようなそういうような中で、新たな組織体制を考えていきたいというふうに思っ

ておりまして、皆で飲もう、語ろう、清里町。３２ページ以降にも、それらの対応についての

考え方が示されております。この中では仮称として出ておりますけれども、清里焼酎の主役は

町民全員であります。そして町民をメンバーとしたブランド事務局仮称としての組織化をとい

うことでありますから、これに基づくようにですね、積極的な形で町民の人が主体となれるよ

うな、そんな形での委員会であり、組織なりの変成を務めながら、より皆に愛されながら宣伝

が出来、そして誇れることもできるような、そんな体制に持っていけるように、我々としても

最大の努力をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

ちょっと１点だけ、町長の今の答弁中で、私の言っている意味を理解してくれていないのか

な。確かに１,４００円というところもあります。ですから、飲食は飲食で飲める体制を築けば、

重ならない方法を取れれば、それは売れるんですよ。同じように安く。それともう１つは、町

民のために町内の価格を揃えることもありますが、町外の人。訪れた人に買ってもらうときに、

同じような単価だっていうことが大切だってことなんですよ。少なくても訪れるあるいは今言

われた施設宿泊施設を伴った所で、お土産を買っていこうかという時にも同じような環境じゃ

だめです。だから清里町これ言葉でないですよ。町内で焼酎を扱っている所、これはすべて清

里町の焼酎の直売場なんです。清里町全体が直売所。この考えに立って、事業展開を是非して

ください。それと時間が非常になくなってきたのですが、ちょっとこの焼酎醸造運営委員会要

綱を調べたんですが、附則はこれ６０年の要綱第５号ですか。今の町長の言われた６０年に、

平成元年に任期満了しましたという形。私は調べることができなかった。そのことはいいです。

今後に向けての、これからの焼酎をどうしてくかということなんです。 

その中で次に移ります。町内的には町長が自主的にやってくれると、こういうことですから

いいんですが、今度は、町外、北海道、日本、世界に向けた戦略の中で、町長がいろいろ言い

ました。そんな具体的の中でですね。非常に私は、「ほがじゃ」。要するに九州から小清水に工

場を建てて、ましてや清里焼酎とコラボを組んでやろうとこういう展開になった。こういうこ

とは非常に好ましいことです。ただ、これ以外にもその外食産業とのＰＲをそのまま重ねてい

くとこう言われました。ＰＲはいいんですよ。どうやって売り込むかなんですよ。このときに、

私は例えば山口油屋からですね。小清水のあそこに、コラボの商品だけしか置かないのか。あ

るいは、清里焼酎も置いていただけるのか。逆に裏を返すとですよ、裏を返すと。清里焼酎の

町内で売っているところには少なくても、ほがじゃを置くだとか。そういうケース・バイ・ケ

ースなり、そういう環境は非常に大切な部分です。焼酎の含んだ商品を置くことも販売するこ

とも大切です。でも同時に北海道清里 原酒、樽、定番を買うと言ってもらえるような環境で

の販売戦略というものが、私は非常に大切になって来るんでないかなと。バリューとの関係に

ついても、職員が二人ぐら出向いて行くよって謳ってます。でも私は職員だけじゃだめだと。

行政がだめだと言ってませんよ。行政は行政のプロ、事務局でいいじゃないですか。なぜプロ

である小売業やあるいは観光協会、本当にそういう仕事をしている方の力も借りて、あるいは、

それでも足りなければ、専属の社員を雇うなり、今回のチャンス、本当に私は最後だと思うん

です。そういう観点に対する心構え。この辺についてどのように捉えてますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

まず、小売店の関係でありますが、基本的には、単価、それぞれお店さんで頑張っていただ

いております。ありがたいことであります。先ほども言いましたように、町の方で何ぼという
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統一は出来ませんから、いろいろな機会を通じながらですね、先ほどご案内がありましたよう

に、清里の各お店そのものが直売所ですよと。よそから清里に来たときには、そういうような

感じでのイメージを持った中での販売努力を一つお願いしたいというお話はしていきたいなと

いうふうに思っておりますし、またそれに向けたですね、いろんな先程も言いましたが、対応

等についても協議をしながら進めていければというふうに思っているところでもございます。 

また町外でのコラボの関係でありますけれども、油屋福太郎さんには、先ほど言いましたが

３月末ないし４月には清里焼酎の限定の卸です。卸の免許は、本来であれば全種類扱えるんで

すけども、それだけの量を裁くのが大変だということで、うちの焼酎に限定した卸の免許とい

うのを、今回取得をされるということで町の方も税務署、国税局、いろんな対応について聞く

と、そういう免許っていうのは極めて珍しいんだそうでありますから、それについての申請は

一緒になってさせていただいたわけでありますが、そういうことでの取り扱いを、いよいよス

タートをしてくれるということであります。そうした中に売る商品の関係ですが、油屋さんの

方では、コラボ商品として向こうのめんべいなり、ほがじゃと一緒にセットで売る方法での品

ぞろえも当然考えております。それはそれでコラボ商品となりますが、それ以外の清里焼酎に

ついても、販売をいただけるというふうにお聞きをしておりますので、そういう中に少しでも

通常の部分も販売をいただければというふうに思っております。油屋さんの方との話の中では、

本店にはかなり大きな売店があるそうであります。かなり大きな。その所に置いてもらえるの

と、それと当然小清水の工場のところにも大きな売店がありますから、その中で販売をという

ことで進めているところであります。 

また、マックスバリュー他、いろんなお店に対する営業の関係でありますが、御指摘をいた

だきまして職員だけでは、これほんとに大変な部分がございます。今までも職員専属の焼酎工

場配属の職員とプラスアルファ―ということで、どちらかと言うと産業課を対応にしながらで

すが進めてきたということもございますし、行けないときには向こうに行って販売をやってく

れる業種の部分もございますんで、お願いをしながらやっていくということで今日まで来てい

たところでございます。せっかく今回の改めてのスタートになってまいりますので、そこら辺

をより強化をするために、職員体制についても考えながらそしてまた場合によっては、そうい

うプロの方々をいかに活用しながら持っていけるかについても検討を加えて行きたいというふ

うに考えているところでありますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

焼酎の販売の部分は、良いかと思うのですが、出来ればそこまで協力してもらえる環境であ

るとすれば、「ほがじゃ」も町内の焼酎の売っているところで、同じように販売をしていくとい

う体制が必要ではないかというふうに思います。 

それとましてや、外食産業とのこれからの関係、いろんな形あります。いろんな難しい問題

があるかと思います。そういう中に十分に清里町のＰＲ、そしてその相手方の配慮を同時に進

めるような形で積極的な取り組みをひとつぜひ進めていただきたいこのように思います。   

今回のこの中で、一番大きなのはＰＲ、ＰＲって言ってますが、看板やそういうだけじゃな
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くて、実際に売るための商品をどういう形で置いていくかが非常に大切になってくるかと思う

んです。今回のこの計画の中に販売流通戦略が年度ごとに提示されているわけでありまして、

一般質問でページを言うのも失礼かとは思うのですが、２６ページにあるわけですが、この中

の売店陳列棚。この２６年、２７年５台ずつという提案をされているんですよ。これ、リニュ

ーアルしてオープンするとすればですね。当面５台置いたら、もうあと置く場所の予算はつか

ない。もし来年ついたら、置くっていうふうにしているのか。あるいは１０カ所位だとしたら、

私は何ぼでも計画の中にあるはずだと思うんです。これは当然のように、当初予算の中で、今

年度中にきちっと計画を練ってやるべきですよ。イベントをやろうとしている時に２カ年かけ

て、展示焼酎の台を置くなんていうね、基本的に事業展開する中である年度ごとに予算を合わ

せるとかって話ではない。だから私は、一番最初から振興策、あるいは思い切った手でやって

いかないと駄目だって言うことなんですよ。 

それとこれ、町長。この報告書の中には、航空千歳、あるいは女満別という表現なんです。

今回の町長の答弁には、女満別という言葉しかないんですよ。北海道の世界に向けた戦略。こ

う考えたら来る人は、女満別空港に直接来る海外の人も多いです。でもやはり北海道です。北

海道という１つの名義人なんです。だからこそ清里焼酎も、北海道清里なんです。女満別空港

に年間６０万の看板。手っ取り早いと言いますか、あるいは千歳へは不可能なのかという問題

があるかもしれません。でも倍かかってもですね。やるのであれば、私は女満別ではなくて、

千歳にすべき。そういう環境も同時に整備していく。これが真剣になって売っていくための方

策だと思うんです。そのために職員じゃだめです。やっぱりプロですよ。これは町内の小売店

の人でも良いですし、いろんな形の中で早急にやっぱり検討していくべきじゃないですか。  

それと、町内の小売店にもですね。このリニューアルに向けて、のぼりだとかあるいは、コ

ーナーだとか一新して、本当に町民皆とやっていくんだと高めていくんだということがなけれ

ば５年後大変ですよ。収支を見あう環境に努力をしていきたい。言葉ではいいです。でも大変

難しいと思うんです。今言いました宣伝、その部分についての町長の考え方をお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

宣伝活動、営業活動に対する考え方でございますが、町内につきましてですね。今それぞれ

のお店屋さんと幟だとか、旗とかいろいろやっていますが、これらについても今回ある程度整

備し、直してきていきたいというような考え方で今進めておりますし、また、今回の計画の中

にもそれは一部をおり込みながら、継続をしていきたいというふうに考えている次第でもあり

ます。 

また先ほど申し上げました、答弁の中で、千歳が抜けていたのではないかということであり

ますが、言葉としては申しわけありません。女満別だけを中心にということではありません。  

ただ今、直接的な部分では、女満別の飛行場にある大きな看板のところと各売店における陳列

棚を当初の段階では想定をさせていただいます。実は千歳の方のお店にも打診をしたんですが

かなり合わないと。先ほどありがたいことに倍かかっても良いんでは、この際やってみたらど

うだとありがたい話でありますから、そこら辺これから少しでも前向きに取り組んでいきたい
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と言うことでありますが、かなり差がありまして今の中でちょっと厳しいかなというような思

いがあったもんですから、そこらへん状況を見ながらとりあえず当面策としては、女満別の直

行便を相手にやっていかなければなりませんし、また千歳に何もしないということではなくて、

千歳にも売店があって、そこでうちの清里焼酎を取り扱っていただいているお店が何件かござ

います。当然そこに対して、幟だとかいろんな部分での販売につながるものについては、提供

をしながらやらせていただきたいと思っていますし、希望があれば、陳列棚を置かしてもらう

だとかいろんな方向を考えていきたいというふうに思っています。相手のお店の棚の配置だと

かいろいろありますから、一方的にこの品物を持って行ってというわけにもいきませんので、

そういうような中でのということでのご理解をいただきたいなというふうに思います。いずれ

にしても再スタートであります。町民の皆さんに愛されて、そして自慢ができて、誇れるよう

な焼酎造りと販路拡大に目指していきたいというふうに考えております。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君 

 

○４番（加藤健次君） 

 質問にしてありました次の事業収支の関係ですが、大変努力していくっていうことの中では

これからやることに対して愚痴愚痴は言いません。でも町民の皆さんにそのことを理解しても

らうために言葉ではなくきちっとですね。ひとつ１点だけお伺いをしときます。この事業会計

収支計画３０年まで出ています。この中に施設整備計画が別途あるわけですが、この２８年の

改修予定３０年の改修予定、ボイラー、蒸発機改修等っていうのは、基本的に今回の焼酎事業

会計の中に含まれた予算なのか。この辺についてだけお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 施設整備計画ということが２６ページからございますが、焼酎工場を昭和６２年に建設をし

て、２８年を経過するということでありまして、その間蒸気ボイラーだとか蒸留器の関係につ

いては、今まで改修をしてきていないということで、改修の必要性がなかったということです

が、もうそろそろかなり疲れてきているというなとことで、今回の計画の中で改修修繕の予定

をしていきたいということであります。そういう中で、２８年に蒸留器、それから３０年にボ

イラーを更新していきたいということで、この計画の中に概算としてそれぞれ金額を盛り込ん

であるということでございますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

それであれば、この計画の最後に書いてある事業の間接的な効果の範囲内を限度としてとい
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う環境の中には、限りなくこれ等については全部網羅されてると。そういうふうに理解をして

よろしいということですね。そういう中で今回のこの焼酎事業、いろんな形の中で取り組んで

きたんですよ。事業展開をして、美味しい焼酎にすることに対しては努力してきました。今回

リニューアルします。そして莫大な宣伝あるいはこの販売に向けた体制。町民みんなセールス

マン、宣伝マンだ。職員は全員セールスマンだと。こういう形で営業マンだという表現をされ

ていますが当然のように、これから町内におけるいろんな職場で名刺を使う人方には、台紙等

の提供をリニューアルに合った台紙を率先して使っていただく。町長の名称の裏にはたぶん焼

酎の宣伝、いや町長の場合は表に当然あると思うわけですが、少なくても裏にびっしりとそう

いう形、町内のやっぱり名刺をもってする人方に、利用する方法ってものを十分に考えていた

だきたい。そして販売の方法に力を入れていただきたい。そのために現状のままの体制で本当

に可能なのかどうなのか。私は、今回のこのリニューアルに向かって、焼酎製造する部分につ

いては、焼酎事業を産業課中心にあるグループ制でいいでしょう。でもこのリニューアルに向

けた販売、そして９月のオープンに向けたイベント。例えば町内的イベントにしてもこないだ

決まりましたゆるキャラ「きよっぴー」を使ったり、いろんな形を多分計画されていくんだろ

うと思います。そんな中で、私はむしろ「きよっぴー」が持てる北海道清里焼酎の新しい瓶を

でかでかとつくって持たして宣伝していく。あるいは幟もつくっていく。本当にどういうもの

を具体的に真剣にやっていくのか。そう考えたときに、今のスタッフで可能なのかどうなのか。

私は、焼酎事業の販売対策の課をつくれとは言いません。対策チームぐらい必要じゃないです

か。あるいは、統括する人が今の体制の中で誰なんですか。町民にそして商社が来たときに、

いろんな形の中で間違いなく対応できる人。あっ、今誰々がいませんから誰ですって形ではな

いでしょう。町長は大変でしょう。やはり副町長筆頭に、そういうものをきちっと立ち上げる

気があるのかないのかお伺いをします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

まず、１点目の販売等のグッツの関係でございますが、基本的に名刺の台紙だとかいろんな

部分さまざまなことが考えられるかなというふうに思っておりますんで、臨機応変にそういう

いろんなアイデアをいただきながら、やれるものをやっていきたいというふうに考えていると

ころでございます。また職員等のスタッフの体制でありますが、この計画の中にもありますよ

うに計画策定時においては職員の定年等の関係もございますんで、次の製造体制をしっかり取

らなきゃならんというようなことで、平成２６年にはそういう技術を取得のための職員として

の採用を１名考えているということでございます。あとそれ以外のいろんな部分での再スター

トに向かっての事務処理執行体制とかありますから町内の中にも企画委員会等がございますの

でそういうのをフルに活用しながら、いろんな体制について考えていきたいというふうに思っ

ておりますし、先ほどありましたように運営委員会ではありませんけれどもブランド化に向け

た事務局の体制ですかね、それは事務の焼酎事業所の体制的なことでなくて、全体の組織とし

てのそういう機構組織をどうするかという部分がございますので、そういう中で十分に考えて

いきたいというふうに思っております。より強化のできるような職員体制についても検討を加
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えていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を頂きたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君はもう時間でございますが、最後にまとめて質問をお願いいたします。加藤健次

君。 

 

○４番（加藤健次君） 

指摘をされましたので、最後の質問にさせていただきます。いろいろ質問してきましたが、

その世界に向けていく戦略という中では２０１５年ミラノの国際博覧会、食の祭典というのも

あります。北海道も参加する具体的な方法です。こういう１つ何と言いますかね、行政が立ち

上げている環境でも参加できる環境であるそうですので、１つ参加をしていただきたいなとこ

のように思います。 

そして、町長に答弁がありましたが、今回のリニューアルに向けていろんな組織が出来るの

はいいです。でも町として統括する部門、実際に采配できる部門をどういうふうにしていくの

かと。このことを言葉でなく実態でいかなければならないのではないかなとこのように思いま

す。いろんな提案をしてきました。私はこの提案が採用されるされないではなくて、清里じゃ

がいも焼酎北海道清里の販売、これが今回、何回も言っていますが、最大のチャンスであり、

言いかえれば清里焼酎の運命も左右する部分だと思うんです。この消費が無い中で、莫大な投

資を今しよう。思い切ってやって結構だと思います。でもその後はどうするかっていうのは、

町民に愛されて飲まれていなければだめなんですよ。そのときには方向転換もあり得るかもし

れないとならないように本当に町民に愛されて飲まれる清里焼酎。町民にこの焼酎事業推進が

できるということ、やってくれということ理解してもらえるような町長のリーダーシップを発

揮していただくこと。このことを切望いたします。そして町長の考え方をお伺いして、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） 

ただいまの質問でありますが、まず前段の世界に向けてという部分、今日の道新にも出てお

ります。日本酒輸出１０年間で３倍になりましたというようなことで記事が出ております。こ

うした中の後段のほうの記事で、札幌は輸出拡大に向け１４年度にはアジアなど各国のバイヤ

ーを、道内各地の酒造に案内する計画を進めているというふうに出ております。これもし、こ

ういう方が行くんであれば、清里町もその中に参画できるように努力をしていきたいし、その

ように向けて、いろんな対応をとっていければなというふうに考えております。ただこれは１

つの事例といたしましてですね、一昨年も中国の方に上海に輸出という部分を含めて、職員を

派遣しながらまた品物も卸さしていただいたという事例もあります。その後、いろんな関係で、

国の関係がぎくしゃくしまして、向こうの方は中止になってますんで、それがいつかの段階で

はまた復活してくるだろうというふうに考えておりますんで、そういうところにも常に目配り

をしながら、進めていければなというふうに思っております。 
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また最後でありますが、本当に今回のリニューアル大きな賭けの１つになるのかも知れませ

んが今までも４０年間、一生懸命になって皆さんがつくり上げてきたこの特産品。しっかりと

今後にもつないでいきたいというふうに考えております。そのためにありましたように、町民

の皆さんから、まずは愛されて飲まれなければならないという大きな課題もございます。昔と

違って今はいろんな嗜好品が出ておりますから。そういう中では、大変な内容になってこよう

かなというふうに思っておりますが、まずは町民の皆さんに愛される、飲まれる。そして自慢

ができる、誇れると。そういう商品になっていくように育てていき、またそれを理解いただい

た中で北海道、そして全国に向けて売っていければという思いであります。せっかくこの４０

年おきに新たなデザインとしてのリニューアルオープンであります。これを何とか成功させて

いきたいいう気持ちでございます。これからもいろいろな面で、御示唆や御指導をいただけれ

ばありがたいというふうに考えております。ありがとうございました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで加藤健次君の質疑を終わります。次に、前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 町内における空き家の実態について、通告どおり御質問いたします。町長は平成２６年度町

政執行方針の中で、２つのまちづくりの基本理念と５つの目標に沿った主な政策を表明なされ

ました。その中で、住民参加と協働、共創のまちづくり、そして多くの地域からあるいは、各

種団体などから提案型の共創のまちづくり活動が、活発に繰り広げられていると述べられまし

た。私も特に若い世代の人たちが、清里を思うエネルギーが、ふつふつと感じる昨今でありま

して、これは大変すばらしい限りであります。例えば、清里青年団が竜神太鼓を復活されたり、

あるいは清里盛り上げ隊が各種１年を通して春夏秋冬等々に各種活動をする。そして、先日の

２月１５日のまちづくり住民大会では、ゆいまーる清里さんが中心になって、企画プロデュー

スし、清里町のゆるキャラ「きよっぴー」が誕生いたしまして、今後さまざまな場面で大きく

成長し、活躍を期待するところでもあります。また、その後行われた産後の心身のケアという

活動発表には、大変私感銘し、子育て支援のさらなる取り組みに推進していただきたいと願っ

ている一人でもあります。 

このように若い世代の活躍の中で、我が町の人口の減少は着実に進んでおります。私が議員

として登壇した平成２３年の春の人口統計を見ますと、当時２３年の４月、人口４,５４８名、

世帯数１,８６２戸。そして、近々である最近の平成２６年度１月末の人口は、４,４００名、世

帯数１,８４０戸。実に３年間で３％程度の減少かなと思っております。それに伴い、やはり空

き家の数も年々増加している傾向にあります。先の平成２５年１２月の定例会で、先輩議員に

より空き家の実態などについて一般質問がありました。その中で、主に防火、防犯あるいは、

景観を害する空き家についての質疑等々であった訳ですけども、今回私は１つ目の質問といた

しまして、町長の執行方針にも述べられている空き家バンク事業推進がありますので、今後ど

のように町は執り進めるのか御説明願います。 

２つ目としてやはり防火、防犯、あるいは景観を害する上での危険空き家に対する行政指導。

あるいは、この事案に対する今後の施策について、どのように考えられておられるのか、御答

弁のほどお願いいたします。１回目の質問を終わります。 
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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） 

それでは、ただ今御質問をいただきました町内における空き家の実態について、お答えを申

し上げたいと思います。町内における実態状況を具体的な数字といたしましては、消防におけ

る年２回の火災予防運動期間における一般家庭の査察に行った際の資料として、作成をしてい

るものがございます。その内容によりますと、昨年１１月１日現在で空き家の戸数については、

これ民間の空き家ということでありますけれども、１０５戸となってございます。この数字に

つきましては、消防法及び消防組合の火災予防条例に基づく空き家ということでありまして、

火災の危険が見受けられる住宅の所有者や、管理者に対しての防火管理上の指導を行うための

資料としての作成であるということをまず前段御理解をいただきたいと思います。当然ですか

らそういう中には、使用できる物件だとか、全く使用が不可能な物件だとか、いつから空き家

になっているんだとか、そういう部分での空き家の管理上の調査では無いと、あくまでも火災

予防上の調査であるという数字でありますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

そこで、１点目の空き家バンク事業に対する取り組みについてであります。空き家バンク事

業の目的でありますが、町内の空き家、空き店舗、空き事務所及び空き地等の有効活用を通じ

て、交流が拡大し、町内外の方々の清里町への移住や定住人口増加に伴い、地域の活性化を図

る。そうした事とともに、本事業による空き家等の調査で把握されている、防災防犯上の危険

な空き家等についても適正な管理にしていこうと。これを目的に今回、空き家バンク事業に取

り組んでまいりたいということでございます。ですから１つとしては、その有効活用という部

分が１つとそれからもう１つは、防犯、防犯上の対応としての調査を含めたバンク事業という

ことになってまいります。現在使用をされていない空き家の調査をし、情報を収集し、また使

用が可能なものについては、バンク事業に登録をしていただいて、このご登録を通じて、一般

公に情報提供をさせていただくという内容でございます。現状的にはそうした情報を提供いた

しますが、具体的な借りたり貸したり、また売ったりそういうような部分については、そこに

登録されている方と新たにそういう物件を希望される方の双方においての条件の中で進めてい

くということになりますから、空き家バンクそのものの事業の事業主体がその中に介入をして、

不動産取引とかそういうような形での内容ではないということをまず御理解をいただければと

いうふうに思います。また調査を行ってまいりますので、そうした上での情報の中で防犯、防

災上の危険が予測される家屋が明らかになってまいりますので、そうした場合においては、そ

れらの所有者に対しまして、適正な管理をしていただく。そして、改善をしていただくという

ことを求めていくことについても検討しているところでございます。これらの業務に関しまし

て、空き家等に関する情報の収集と調査、そして空き家バンク台帳への登録や情報の提供利用

希望者と所有者との調整。これについて直接的にその事業の主体がやれませんので、業務委託

方式によって進めていきたいというふうに考えてございます。以上が空き家バンク事業に係る

概要でございます。今回のそうした取り組みによって、少しでも空き家等を減らして、空き家

等の再利用によってあわせて、移住定住と地域の活性化につながっていくことを期待するもの

でございます。 

次に２点目の危険家屋に対する町の考え方でございます。町内では、いろいろ危険家屋と言
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われていることもありますが、国内的にも、高齢化に伴う転居、また医療や介護施設への入所

という内容によって、長期にわたって不在になる空き家やまた空き店舗が数多く見られるよう

になってまいりました。国内的においても大きな問題になってございます。一昨日もＮＨＫの

北海道クローズアップという番組の中で、これらの問題について取り上げてなされているとこ

ろでありまして、今や社会問題化していると言っても過言ではないかというふうにも思います。

そうした中、清里町におきましても先ほど申し上げましたように、これらの空き家等が増加し

ている現状ということでございました。これらのはっきり空いている建物が長期にわたります

と、一層老朽化が進みますし、場合によっては、強風などによって周りの皆さん方に迷惑をか

けるというような物件も見受けられるということになりますし、当然、火災が起きたときには、

どうするんだとか、またそれを不正に使用するというようなことも、犯罪に利用されるという

ようなこともあるということが言われておりますので、そうした問題も未然に防いでいく。そ

んな対策としての空き家対策も、考えていかなければならないだろうというふうに思います。

また長期間放置されますと、今度再使用するというふうになっても、なかなか現状的には空き

家の場合は、老朽化がグーッと一気に進みますから、非常にこう難しいというふうに思います

ので、もう空き家になったら早急な対応の中で、適正に管理をしていただくということが必要

でありますし、また誰かに利活用してもらうということを積極的に進めて、そういう場合にお

いて先ほど言いました、空き家バンク対策事業いうことでの活用も視野に入れながら、地域の

活性化と合わせて、進めて行きたいというふうに思っております。 

先ほど言いましたが、多くの物件が危険な物件としても存在をしているということでありま

す。今でも危険が予測されるそうした住宅または店舗と事務所等におきましても、所有者にお

いて、基本的には適切に管理をしてもらうというのが原則でありますがそうならない。しばら

く町を離れて、ほとんど不明な状態になっている方もおられますし、また物によっては相続を

放棄をしているという物件も中にはあるようであります。そうなると相談をする先もないとい

うようなことがありますので、そういうものが数多く出てこないうちに、まだ明らかなうちに、

次の対策を考えていかなければならないということであろうかなというふうに思っております。

空き家については、空き家になっていることが、それが問題かということではありませんが、

管理が不十分だというと言うところが一番の問題になってくるわけであります。この空き家バ

ンク事業によって、そうしたところを速く掘り下げながら、調査結果に基づいて、所有者にま

た管理者に対しましても、適切な空き家の管理を求めていきたいというふうに考えている次第

でもございます。これらの適正な管理を求めるうえにおきましても、それぞれの自治体、今起

きた問題として取り組んでいるところが各所にございます。そうした先進例なども参考にしな

がら、危険家屋や景観を害するような構築物へのさまざまな対応についての実態を検証しなが

ら対応策を進めてまいりたいと考えておりますので、御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） 

 空き家等という概念の中で、二面性を持っているのかなと思います。その中で２つの質問項
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目という形で質問させていただきました。 

１つ目は、やはり利活用ができる空き家という形の質問になるかなと思います。その中で当

町においては、短期型のちょっと体験暮らしという住宅の提供でかなり利用者が増加して、全

道的にもリピーターではないですけども、そういう認識度合いが高まって、大変効果があると

聞いております。他にまた当町においては、移住定住支援交付金制度も拡充した中で行われて

おります。現状の中で、利用価値のあるその対象物件として、中古物件の住宅も認めているわ

けなんですけども、当町においてこの交付実績があるのかどうかその点について御説明願いた

い。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問の移住定住対策における支援物件の関係でございます。これらの関係につい

ては、全体で２５年の対象者といたしましては、９件の対象がございます。内容的には新築が

６件になっておりまして、あと売買、中古物件の売却売買になりますか。これが３件いうこと

になってございます。全体９件のそうした支援事業の内容ということになっているところでご

ざいます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君 

 

○１番（前中康男君） 

 その中古物件の売買というのは、大変難しい。不動産としてもその価値をどう見つけるかと

いう部分で、行政がその中の情報を提供するという中では、大変難しい部分があるのかなと思

います。あくまでも、先ほど町長の答弁がありましたように、所有者と買い手の中の相手の中

の話で、今後進めるであろうと思うわけですけども、昨今町内における、若い人の中で住む環

境として新築はちょっとね。でも、中古物件で良い空き家があれば、なんとか住みたいんだと

いう話も聞こえてきております。そういう部分に対して、行政の中ではなかなか配慮がないと

いうか。せっかくやはり若い世代が、冒頭の中でかなり若い世代の活躍が感じられる当町にと

って、そういう人たちがこの地で住まいを持つ。その中には、公住あるいは特公住にやはり漏

れた人たちもいますけども、中古物件でやはりそういう空き家があれば、何とか入ってみたい

なという声も聞かれるわけなんです。それにおけるちょうど若年者に対するそういう支援対策

部分をどのように捉えているのか、あるいは考える余地があるのかどうか、あわせて質問いた

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） 

 中古住宅と若い世代の方々との関係でございますが、基本的に町の場合はですね。公営住宅

を中心に今までも住宅環境の整備を図ってきたというのが実情であります。また合わせて、移

住定住の関係におきましては、先ほども申し上げました移住定住用の支援対策を持ちながら、

中古住宅の購入に対する支援また新築に対する支援などを行ってきておりますが、ただ今の御

質問のありました中古住宅。１回空き家にしてしまうと、なかなかそれを何年か経った後に、

はいどうぞと言っても借りる方も中がかなり厳しくなってきているというなこともございます

んで、そこら辺を今後どういうふうにうまく調整できるかなということであります。基本的に、

今の中で住めれば一番いいかなと思ってますけれども。１つの考え方としては、そうした中古

住宅を人に貸す場合においても、住宅リニューアルは住んでいる方々のリニューアルでありま

すが、空き物件であっても貸すことがはっきりしてるだとか、入ることがはっきりしてるとい

う部分についてはそういうような対応として、対象に加えていくこともやぶさかではないだろ

うというふうに考えております。ただ、その場合においてはですね。入られる方がちょっと来

て、また居なくなったりするとまた、何だと言うことになってまいりますから、その辺にしっ

かりとした条件を付しながら、対応ができるんであれば、先ほど言った１０５件に及ぶ中古物

件のうち、実際に活用がちょっと手を入れることによって、活用可能な物件も相当数あるんで

はないかというふうに思っておりますし、そういう中での売買がうまくいったり、貸し物件が

出来たり、そして移住定住用のちょっと体験型でもそこに登録をしてもらう。また、バンクに

登録をしてもらうという形の中で、有効活用に繋がっていくということであれば今の手法につ

いて、またそれ以外についてもいろいろ検討を加えながら、進めていければなと。せっかくの

住宅ですから、そのまま朽ち果てるのを待つということじゃなくて、活用できるから大いに活

用する。もったいないですから。そういうふうに進めていければなというふうに思っておりま

す。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、積極的というか前向きな答弁の中で、売買に対しては移住支援の中で中古物件でも交付

は出てるんですけども、借りる賃貸借部分に対しては、やはり対応はなされてなかったという

中で、その辺も踏まえて検討してもらえるかなと思っております。確かにそういった意味でた

だやぶさかに支援、あるいは家賃の補助という形になりますか、どういう形か、僕はわかりま

せんけども、ある程度の地域活動に根差したという１つのセーフティーネットでありませんけ

ども、自治会活動をしっかりするだとか、あるいは、その地域における消防団の加入も極力お

願いするだとか、そういう形をつけながら家賃の補填まあ家賃とというか、賃借料の補助とい

う形を今後前向きに検討するのも一案ではないかなと私は考えるところであります。そのとき

に、税法上の問題があって難しい部分もあるのも理解できますけども、当町にある清里商品券

等々の活用もあるのかな。そのへん具体性はさておきながら、そういう方向性も兼ね備えた中

で、制度設計を検討していただければなと思うんですけども、それについて、もし考えがあれ

ば、何点か補足いただければと思います。 
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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） 

 さまざまな支援の方策というのは、考えられるのかなというふうに思っておりますが、御質

問がありましたように、特定な部分だけでの話ということにもなってこないのかなというふう

に思っておりますので、全体的に町民の皆さんからも御理解をいただけるような形での支援の

あり方というのは、どうしたらいいかという部分を十分に検討していきたいなということであ

ります。具体的な家賃を直接支援するか云々ということで無くて、そこを貸す物件の改修をや

れないかなというような形だとか、それ以外は、対策における内容での条件の整備だとか。そ

ういう形での物件等整備を環境づくりとあわせた整備の中で、支援ができるのが、最も一般的

には、受け入れられやすいのかなという思いも致しておりますんで、そういう部分を含めて、

様々な検討をさせていただきたいというふうに思っております。実際にはいろんなやり方があ

ると思うんです。現実的にありますが、それぞれの物で直接変な話ですが、税法で決まってい

る分の税金を免除します。これはちょっと無理があります。というのは、免除するということ

は、その本来入ってくるべき収入を放棄することになりますから、交付税が差っ引かれてしま

うと。努力していないわけですから。そういうこともありますんで、支援するものを支援する、

いただくものはいただくという形の中での方法で、何とか活性化に向け、人が呼び込まれる政

策としても、位置づけの中でやれるのかなというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 それでは、２点目の方に移らせていただきます。やはり、その裏表の裏の方という言葉ちょ

っと表現はよろしくないかとは思いますけども、危険家屋の実態についてであります。やはり

空き家の適正管理。先ほど町長の答弁に中に防犯上あるいは消防法上の中で、１０５戸の危険

家屋の認定がある。それは、消防あるいは防犯パトロール中で受けられた数かなとは思います

けども実際問題、そういう危険家屋の件ですね。指導なり、行政指導。こういう言葉は良いの

か、僕はちょっとわかりませんけども、その流れとして、どのような形で進められているのか。

今後ますます増えるであろう、危険家屋。先ほど答弁に中にもありました。暴風雨によって、

屋根がはがれた、あるいは私も知るところで昨年の暴風雨のときに、車庫のシャッターが破損

して、通行している道路にバタバタ、バタついた。そういう事案で、消防が出たという事案も

承知しております。中々そういう部分では、所有権が解らないだとか云々がありますけども、

やはりそこに住んでおられる課題であり、自治会の中ではある程度、そういう情報もわかって

いる方もおられると思っております。そういう部分も兼ね合わせて、行政指導のあり方、ある

いは指導というか報告等々どのような形で今後取り進めるのか。具体的にお聞かせ願えればと

思います。 
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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） 

 ただいま、危険物件への対応の関係であります。先ほど前段ちょっとありました。調べてい

る空き家が、１０５件が危険ということでなくて、空き家として１０５件があります。ただし、

今言いましたように、その中に危険なものも含まれた空き家があります。ただ現実的には、危

険空き家はどれをもって、空き家と言うかと非常に難しいんです。この判定というのは。です

から、一般的に今言われているのは、消防の方で見て危ないなぁとこう感じる程度で、本来で

ある基準がきちっとありまして、それで合わせて測ったりして、そして何％を下回ったから、

これは危険だとかという判定をするんだそうでありますが、現在消防の押さえているのは、そ

うでなくて、査察。見た目において危ないなと思われた、感じた。その部分をもって、危険空

き家ということであります。そこは、御理解をいただければなというふうに思います。 

それで、危険空き家の関係でありますが、基本的には今の現状の中で、対応の仕方がありま

せん。それで周りの方で危険が及びそうだと言うようなことでですね。苦情が寄せられるとい

う場合もありますから、そういう場合には現地に行って確認をさせていただいて、なるほどな

という場合においては、所有者がわかれば所有者の方に管理している人がわかれば、管理者の

方にしっかり管理をしていただきたいと言うお願いをしているというのが実態でありますが、

先ほども言いました物によってはですね。もうしばらく昔に出ていて、どこにいるかわからな

いという所有者、管理者の方の物件もありますし、また相続を放棄してしまって一切誰も関知

してませんという部分の空き家も数件あります。そういうふうになってしまうと、現実の対応

としては、行政として手をつけられないというのが実態であります。それで、通常の危ない危

険だという場合において、行政で壊すといういろんなこともありますけれども、そのときには

相手の所有権がありますから、それとの摩擦と言いますか、それをどう整理するかという部分

もあるかなというふうに思っておりました。現状なかなかですね、それ以上、１歩踏み込んで

というのは、困難を極めるなというふうに考えている次第でもございます。ただ、そうは言い

ながらも、やはり周りに危険が及ぶというふうになれば、とりあえず壊すんでなくて、危険防

止の措置だけはやらざるを得ないだろうと。最小限そういう思いでもおります。ですから、先

ほどちょっと消防のお話がありましたけど、シャッターが飛びそうになって、それを押さえに

行って、飛ばないように応急処置をしたよと。こういう範疇はやらざるを得ないだろうし、や

っていかなければというふうには考えているところであります。以上になります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 消防で把握しているその１０５戸ですか。僕も認識がちょっと違った部分で、すべてがそう

いう家屋ではないのかなという説明は理解いたしました。ただ、やはりそのような中でも先ほ

ども、ちょっと聞いた話なんですけども、やはり灯油タンクに灯油が入っている案件もある。

あるいは窓ガラスが割れている物件もある。そういう指導は消防の方がするのか。あるいは、
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課の中では町民課がするのか。その辺はどうこういう形で対応できているのか、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） 

 危険家屋の処理の関係でありますが、２５年では、自治会の方から危険だということで苦情

が３件あるそうであります。３件も所有者がわかったということで、町外におられる方であり

ますが、連絡を申し上げたところでありまして、そのうち１件については、所有者が取り壊し

をされたと言うことです。ですから３件のうちあと２件まだ残っているということで危険な状

態がまだ続いているということであります。これらの関係について、自治会に苦情が入ります

とだいたいにおいて、町民課の方に自治会関係ですので、まず窓口として行かれます。そこと

先ほどもありました、消防として押さえている部分がありますので、消防とも連携しながら対

応させていただいているというのが実情であります。ただ、具体的に油がその中に残っている

から、その処理をどうするかというところが、現状としては、抜き取り作業だとかはしていな

いというのが実情でありますので、危険の度合い等も踏まえながら、どう対応していくか。そ

れぞれの物件に応じて、最低限の対応を行うというふうに理解し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） 

 今後、当町が空き家対策事業を実施していて行く上で、空き家等々の細かな情報が集まって、

それに向けての対策等々、やはり精力的に進めて欲しいという部分があります。今、どこの課

が担当するのかなという１つの疑問があるんですけど、そこは僕もいろいろ適正管理指導の中

で、行政ができる部分でよく言われるワンストップ。縦割りでない中で、空き家相談員的な人

材がもし可能であれば、そういう形で地域の自治会とも連携をする。あるいはそういう所有権

等の窓口となって、管理指導の情報を伝える。あるいは仮に、賃貸借あるいは売買等々が発生

したときも、そういう形で対応するというのも、いかがなものかなと思っているんですけども。

それについて、特に御見識があるか、お聞かせ願えますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問であります。所管として、どこがそういう対応をしているんだということで

ありますが、まだ危険物件の苦情等の関係については、従来からも町民課の中で対応させてい

ただいておりますので、窓口は町民課ということになってこようかと思います。町民課で受け

てから関係するところは全部、横の連携をとりながらやっておりますから、消防も当然含まっ
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た中で、一緒に対応していきたいというふうに思っております。 

それから危険物件の関係については、今後進めていく空き家バンクの事業の関係については、

今、企画財政グループ中で進めようといたしております。事業そのものの業務は、委託してや

りますが、それがまとまってきた段階では、それらのデータが一元的に企画に全て集まってく

るということになりますので、実際の作業としてはそこが窓口ということになります。利活用

に関してはそういう部分での窓口を、そちらに移行をしていきたい。ただし、危険物件等につ

いては、先ほど言いましたようにそれを危険と見るかどうかというのがありますので、調査の

結果として、それに近い物件の調査が出来上がって参りますから、それは情報の共有をしなが

ら、それぞれの所管と合わせて対応をしていけるようにどこに行ってもわかるように企画財政

グループに行っても、空き家バンクの中でも内容がわかる。それから町民活動の中においても、

自治会活動の苦情の中でも、そういう条件がわかるように、情報共有をさせながら進めていき

たいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 昨今、国の方でもその空き家対策についてですけども、整備をするというその動きは加速的

に進んでいると思います。また大都市あるいは中核都市においても都市法の中で、空き家の除

却と言うんですか。そういう部分に対しても交付制度があるというものも聞いております。 

ただ、過疎地における対応は、なかなか個人の所有物件ということで、財産権の問題あるい

は、執行、代執行という形で果たして行政ができるか、それも重々わかりますけどもやはりそ

こら辺のいろんな問題。前回の議会の中で、固定資産税の問題も述べられてましたけども、そ

もそも住宅自体が、住宅に供する部分を失った段階で固定資産税の猶予の減税という部分が外

れる。そういう部分でこれ地方税ですからあれですけども、何年かこれ例えば５年の中で有税

ができるのかどうか税法上の問題。いろいろありますけども、そういうのもやはり視野の中に

置きながら、行政として最善のできる形あるいは、その解体におけるある程度の助成といいま

すか、そういう部分が可能なのかどうか。今後に向けて、やはり検討の中で進めていただきた

いと思いますけども３つぐらいちょっと長い質問ですけども、それに合わせて返答願ればと思

いますけれど。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 危険な家屋等の物件処理の関係でありますが、１点目の法整備の関係であります。市町村に

よっては条例を制定して、危険住宅を中心とする条例での整備をかけているいうところもござ

います。これについても、条例を制定して、全て解決できるかというとかなり難しい状況があ

るみたいです。その条例に基づいて、管理物件の悪いものについては勧告、公表をするという

のが条例の中で、一般的に扱われておりますが、勧告、公表しても地元にいない方はほとんど
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影響を受けないと。ただ、公表されるだけですから。それで、大した影響しないというような

部分もありますし、いよいよになったら、私権を押さえて公権力による代執行です。これもで

きるように制度的にしてあるということで、実際にどうにもならなくて、代執行をかけたとこ

ろも数多くあるようですが、現状とした時にその代執行に係る経費は、全部行政持ちですから。

それを基本的に代執行ですね、明らかになった段階で、その部分の費用をくださいということ

になりますが、払わなければそれで終わりです。ということは町民の税金で壊してあげたとい

うことになって更地にして、その人は、更地になったらパっと売ってしまうかもしれません。

それはちょっとわかりませんが、そういうようなことで、代執行が出来ますが、現状問題とし

て代執行後の代金の回収は、極めて困難であるということが、よく言われております。そんな

ことで全体の代執行だとかいろんな部分で解決ができたというのは、条例を制定しているとこ

ろであっても最大２分の１ぐらいしか解決ができないということだそうであります。だから条

例を制定してすべて解決できる８割も解決できるということであれば、相当の権力になるのか

なと思っていますが、現状はですね、極めて難しいのかなというふうに思います。 

それとまた法的な部分でいきますと、壊してしまうと住宅が建っている固定資産税の土地家

屋の関係や固定資産税の減免措置がありますが、壊すとそれが一気に無くなりますから、宅地

の６分の１課税が一気に元に戻ってしまうということは、物がなんでもいいから乗っかって住

宅地であるという認定さえもらっていれば、税金は６分の１で済みますよということになって

いますので、それの法的な部分から行くと非常にギャップがあるのかなというふうに思ってい

ます。そういう危険物だから、取り壊しても何ら変わらないんだというような措置がとれれば

いいんですが、その宅地を安くしてるもんですから、ほかの宅地との通常の更地の宅地の均衡

がとれなくなるということもありますんで、現状としては難しいのかなというようなふうに考

えているところでございます。こないだのクローズアップ現代の部分で言っても危険家屋に対

する課税がですね。軽減課税を取っ払っても危ないので、撤去しないのであれば課税を元に戻

してしまうよというは何か税の取り扱いをするということで、今協議に入った市もあるようで

はありますが、果たしてそこら辺も税法的にそれからが可能かどうかと十分検証していかなき

ゃならんなというふうに思っております。 

それから最後の解体に関する費用の関係でございます。今は昔と違いまして、解体するのに

ごみの分別収集きちっとやらなければなりませんからちょっとした住宅でもほとんど業者にお

願いをして、解体をしてもらって廃棄物としてきちっと処理をするとなれば、１００万以下で

出来るものは多分普通の住宅であればないだろうと言われております。そうした中において、

どれだけ支援するかとそれが本当に解決できるんだいうこともありますし、そこら辺を十分に

見きわめていかないと。税金をどんどんどんどん積み込みます。きれいになります。更地にな

ると価格があがります。土地の価格が上がって、売って、どっかに居なくなられるという場合

も想定をされるわけでありますから。そこらへんもですね、慎重な対応をしていかなければな

らないだろうというふうに思っておりますが、そう言って全部あれも駄目、これも駄目では、

なかなか打つ手がない。それで皆さん大きく悩んでいるというところでございますので、そう

いう中にあっても、最低の危険防止の策だけは行政としても、共に考えていかなきゃならない

だろうなというふうに思っております。暴風雨だとか暴風雪で飛びそうになっているのに黙っ

て指を加えて見ているというわけにもいきませんから。そのときにはですね、緊急対応として、

飛ばないようにロープで縛るとかなんとかと、そういうなことをそういうような対応を考えて
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いかなければならないなというふうなことで思っ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、最後の話にありましたように、緊急的あるいは防犯的なものは、町が積極的に改善しな

がら対応するということを切にお願いしたいと思います。もう一点、空き家に絡んでの質問に

なるかと思うんですけども。町には町営住宅あるいは特別公共賃貸住宅以外の町の管理してい

る住宅等々があると思います。教員住宅あるいは、総務課管理の貸住宅があると思うんですけ

ども、そのような中で空き家の存在があると思うんですけれどもそれについての活用、今後使

うのかあるいは解体するのか、そういうこともやはり同じように検討に上げなければならない

と思うんですけどもその辺についてお聞かせ願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 公営住宅またそれ以外の職員住宅や教員住宅等の関係でありますが、公営住宅につきまして

は、現在２４９戸を公営住宅として町が管理をいたしております。町営住宅としては、２４９

戸。特公賃としては１３６戸という住宅になってございますが、これらの住宅それぞれの目的

に沿って管理運営がされているところであります。ただそのうち、もうかなり老朽化が進んで

建替えなり、取り壊しにしなければならんという住宅が２３戸ございます。２３戸の住宅は、

将来的には取り壊しをするなりしていかなければならないという政策空き家としての管理をい

たしてございます。ですから、災害等で緊急の時に万が一のときは、そこも開放できると。た

だ、ずっと住宅としての使用は難しいわけで、いずれかの住宅事情環境が整った段階では、出

てもらって取り壊していくと。こういうような政策空き家としての住宅になっているというの

が状況でございます。 

それから総務課が管理しております俗に言う職員住宅という部分でありますが、これは４６

戸現在ございます。というのは、もとの病院だとかそういう部分のやつがありますから。それ

もかなり老朽化して、全体として戸数の中に入って残っているというのがございます。それで、

現在使われているのは３６戸ありまして、１０戸が使われないで空き家って言うのか、その時々

の職員の異動の関係で使ったり、使われなかったりということであります。どうしても人事異

動等で来て、どこも住むところが無いと言う時はそこを開けて住んでもらうということで、完

全にそれは空き家にして取り壊すということでありません。今の状況でいきますと将来的には

取壊し可能物件としての位置づけにはなってこうようかとは思います。 

その他教職員住宅の関係も３３戸ございます。教職員住宅は逆に足りないという状況になっ

てございまして、ただ、余分な話かも知れませんけども高校が一間口になり教員が減りました

ということで、少し空いている住宅があるようですから、そこの借入についても逆に申し込み
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をしているというような状況であります。今、３戸ですね借りられるんではないだろうかとい

うような状況でありますから、そういうせっかくあるやつを使わせていただくということで、

将来的にはまた教職員住宅の改修と合わせて建替え整備を進めていかなければなというふうに

考えている次第でもございます。 

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） 

 今説明の中で、予備的にある程度空き家確保をしているんだという説明があって、それは使

える空き家という形で、僕は今認識しました。ただ使える空き家の定義、本当に調べれば水洗

で無いだとかいろんな問題ありますから、そこら辺はこれからも同じようにその空き家対策事

業の中では、やはり網羅しながら対応する。 

そして今、教職員の住宅が足りないという説明がありましたけどもいろんな部分で足りない

理由もあるのかな。それなりの教職員の数がいるというのも事実として私も理解しているとこ

ろであります。ただかなり古い教職員住宅もある。緑あるいは光岳小学校にも昔のコンクリの

煙突が外付けであるんですけども、やはりそれもひびが入っていつ割れるかわからないような

状態。それはやはり、私たちから見れば危険家屋かな。やはりそういうところもしっかり行政

としては、対応していかなければならないのかなと思っております。 

また、同じように空き家等の概念の中で、空き家、空き店舗を空き地あるいは空き事業所、

今回通告には無いですけどもやはり学校を廃校したあの跡地。これは同じようにどのように対

応するか。これは櫛引町長にとって、何度も何度もお話ししますけども、早期に取り組んでい

ただきたいと思います。 

最後になりますけどもいろんな部分、少子高齢化の中の社会において住宅に対する概念が刻

一刻と変化し、そしてその中における若い人たちが家を持つ。マイホームを持つというんです

か。そういうのがだんだん希薄になりかけているのかなというのも実感しております。そうい

う中で借家だとか高級の賃貸住宅に若い人たちが要するに家賃を払いながら住むというライフ

サイクルが、実際問題増えている。ただ当町にとっては公住あるいは特公住特貸賃がかなり充

足している中で、民間の賃貸住宅の経営がなかなか参入できていないという事実もあります。

唯一昨年、何とか建ちましたけどもほんとにそういった部分では、その住宅のストック、全体

の中ではある程度の余力がないと住宅関係は回らないなと私自身はそういう認識で考えており

ます。 

また高齢者の方々も不幸なことに、ご高齢の方が一人になった。あるいはもう御高齢で夫婦

ともども介護サービス付きのそういう住宅に入りたいだとかいろんなケースが今出てきていま

す。その中でケアハウスという考えもありますし、あるいはいろんなサービス付という部分が

いろいろ充足していくと、田舎よりちょっとした中核都市に行こう。これはもうそういう流れ

は避けて通れない。そうなるとますますこの過疎地における空き家が増える。こういう実態も

やはり検討しながら、いろんな政策を組み合わせてバランスよくやっていただきたいと思いま

す。 
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たまたま昨年、新しく焼酎リニューアルデザインする中のクリエイターが何名か７、８名来

られたときに、あるカメラマンが家にちょっと写真撮りに来たんですけど、彼がその中で、も

しこの地で、空き家で良いですからレンタルっていうかね貸していただければ、そこを拠点に

ちょっとそういう活動をしたいですよねって話しをしたんですよ。空き家ないですかねって言

われ、なかなか僕もちょっとわからないけどもって話。ただ、いろんなことを調べていきます

とクリエーター、芸術だとかいろんなオフィスサイクルが、臨時的なサイクルがあるんですけ

ども、サテライトオフィスという概念で、そういうクリエーティブな活動する人が、ある空間

を活用する。その時に空気がいいだとか、星空がきれい。そういう空間スペースを共有できる

ようなオフィスをを掲げて運営している。徳島がどこかの県だと思いますけども、そういう県

がありまして、その中で特におもしろかったのは高速無線ＬＡＮが必ずひかれている。僕ら、

清里は、光ファイバー全戸に網羅していますよね。これは本当に情報のスピードは速い。これ

はほんとに大都会で同じ通信ＬＡＮを使うよりも、言葉悪いですけども人口密度が低い部分回

線の密度もスカスカもんですから、かなり通信スピードが速いのかなと思います。そういう部

分もいろいろ種々検討して、いろんな利活用を考えていただきたいと思っております。 

町外からの定住も定住策ですけども、もう１つやはり、当町にいる人たちを出さないのも定

住かなと思いますんで、その辺も重々考慮しながら、空き家対策事業を進めていただければな

と思っております。何かあれば一言二言をいただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 空き家対策としての部分でありますけれども、前段ありました学校の空き室等関係も、おい

おい進めているところでありますが、折角の施設ですから取り壊しは簡単なんですけれども、

取り壊してしまうとなかなか次の対応が難しいということもありますし、ぎりぎりまで活用方

策は考えていきたいなというふうに考えております。まあそれが、上手く現れないときはいつ

までも置いておくと、老朽化が進んでみすぼらしくなって、せっかく卒業した方々が見るたび

にがっかりされるということはありますんで、そこは慎重な中にも一定の期限を持ってやって

いきたいというふうに思っております。また空き家対策の安心安全のまちづくりとしての建物

の処理対策、まちづくり対策として捉えていく必要があるのではないかというふうに理解をし

ているところであります。 

１点目としては、移住定住対策としての空き家をうまく利用していくことも必要でないかと

思っておりますし、次を担う若い人方が、清里という中でどういう活動ができるのか。そのた

めの環境づくりとしての住宅、中古住宅うまく活用する方法。それも１つの方策ではないかと

思いますし、今御提案ありましたようなクリエーティブな人方が集まる町としてのそういう土

壌をどうつくっていくかと、まあ光回線は、清里町はすべての末端まで整備がされております

から、そういう情報通信に関してはですね、最先端を行ってると思いますが、それをうまく活

用していくような形でのそうしたクリエーティブな方々をどう町に引き込んでいくかと一つの

住宅対策として活用。これらも１つのアイデアとして十分に活用ができるんじゃないかなとい

うふうに思っております。また高齢になってくるとお一人の方が結構増えてきております。前
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にもお話をいたしましたように公営住宅に入られている方で、６５歳以上の方で一人で住まれ

ている方が７０世帯近くいるというふうに伺っております。これ、公営住宅だけの話ですから。

民間住宅に住まれていることを入れますと、もう１００人は、超えているんではないかという

ふうに思っております。その方々は今、元気でお暮しになっていますからそれはそれで良いの

ですが、そのうち年齢はどんどん重ねてまいりますので、どこかの時点でちょっとだけ手を、

ちょっとだけ見守りをしていく。そういう必要性というのは、かなり増してくるだろうという

ふうになって、そこの場所で、一人で生活しにくいということであれば、またそれも新しい空

き家ができていく。そうした要素では、充分になってくるだろうと思いますので、それをまた

さらに有効にですね、若い人方がそしてまたこの清里町に移住なり定住なりしてくれる方々の

ために活用できるようなそんな対策もあわせて進めていく必要性を感じております。これから

具体的にどういう手法で、そういう整備ができるか体制がとれるか十分に議会とも相談しなが

ら、進めさせていただければというふうに感じておりますので、よろしくお願いを申し上げた

いと思います。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。いいですか。これで、前中康男君の質疑を終わります。 

なお、あと１名一般質問が残っているんですが、時間が足りないもんですから昼からにした

いと思いますので、よろしくします。なお、昼食のため１時まで休会といたします。 

                             休憩  午前１１時３７分 

                             再開  午後 １時０0分 

 

○議長（村尾富造君） 

 会議を再開いたします。午前中に引き続き一般質問を行います。 

勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 それでは、通告に従いまして、高齢者福祉対策について質問させていただきます。国は、団

塊世代がすべて７５歳以上となる２０２５年以降、４人に一人が後期高齢者という超高齢化社

会を迎えます。これまで国を支えてきた団塊の世代が給付を受ける側に回ることにより、医療

や介護福祉サービスのバランスが崩れることは、言うまでもありません。また、介護保険料を

負担する方の人口が減少に転ずるのも２０２５年前後と言われております。増え続ける医療介

護費用を抑制するために、国は介護保険法を改正し、団塊世代が６５歳以上となる２０１５年

よりスタートいたします。今回の改正は医療、介護の供給体制を大きく変えるものであり、極

端なことを言えば入院患者のベット数を減らし、入院しなくても必要な医療、介護を在宅でと

促し、医療費や介護費用を割いていくものと想定されます。今後、慢性的な病気を抱える高齢

者が増えることが予想される中において過疎化、そして少子高齢化に喘ぐ地域を無視した乱暴

とも言える改革であります。医療難民が出るようなことのないよう改革の行方は、注視しなく

てはなりません。 

そのような中、町においては、高齢者福祉計画並びに第５期介護保険事業の最終年を迎え、

２０１５年から新計画の策定作業に入ります。そこで、高齢者を取り巻く状況と今後の課題に
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ついてどのように捉えているか。また次期新計画においてそのことをどう反映させ取り組むか

町長のお考え方を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） 

 それでは、只今御質問をいただきました高齢者福祉施策につきましてお答えを申し上げます。 

まず、清里町高齢者保健福祉計画並びに第６期の介護保険事業計画策定に係る考え方でござ

います。この計画につきましては、老人福祉法に基づく市町村の老人福祉計画と介護保険法に

基づく市町村介護保険事業計画を一体的に策定するものでございまして、平成２７年から平成

２９年度までの３年を計画の期間として策定の予定をいたしております。高齢者保健福祉計画

は、介護保険事業を含む高齢福祉事業の総合的な計画でございまして、６５歳以上の高齢者を

対象とするものであります。高齢者が可能な限り住みなれた地域で、その有する能力に応じた

自立した日常生活が営むことができるように、高齢者のニーズに対応して医療、介護、予防生

活支援サービスなど切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの実現に向けた計画であります。

本町における高齢者福祉にかかる基本的な政策と、取り組むべき施策を明らかにし、高齢者の

自主的活動やひとり暮らしの高齢者、高齢夫婦世帯の生活を支援するためのサービスの提供な

どを含めた総合的な計画として、策定を予定いたしております。また、介護保険事業計画は介

護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画でありまして、対象となる要援護高齢者

数や給付サービスの事業量、事業費を示すとともに、介護保険事業を円滑に推進するための施

策を体系的に示すものでございまして、法に基づき、３年ごとに策定をする、そういう内容の

ものでございます。 

平成２６年度は、現在進めております第６期の計画の最終年度となりますので、今年度は、

最終年度の事業の追行に合わせながら、今期実績の分析と第６期計画の策定作業に着手をする

予定であります。新たな第６期計画の作成につきましては、学識経験者や保健医療関係者、福

祉関係者、被保険者サービス事業者、費用負担関係者などの外に広く、住民の意見並びに地域

の実情計画に反映させるために、公募による委員を含めた策定委員会等を組織しながら、事業

を進めてまいりたいというふうに考えております。また、第６期の介護保険事業計画の骨子、

いわゆる考え方につきましては、厚生労働省の諮問機関であります社会保障審議会介護保険部

会により、昨年暮れに介護保険制度の見直しに関する意見が提出されたところでありますが、

具体的な法の改正案や国の基本指針がまだ示されておりませんので、今後、情報が整理され次

第、十分に内容検討の上、進めて参りたいというふうに考えております。高齢者保健福祉計画

につきましては、これまで実施して参りました送迎サービス、配食のサービス、水道安否確認

システム、高齢者救急通報システム、それらの継続事業と第５期におきまして機能強化をいた

しました訪問サービス事業、新たに取り組みを進めました救急情報キット事業の充実、更には、

新年度より開始をいたしますテレビ電話による健康、介護相談事業やケアハウスなどの高齢者

の新たな住まいの確保などを盛り込んでいきたいとそのように考えているところでございます。 

高齢者福祉と２０２５年問題についてでありますが、現在の清里町の高齢化の状況につきま

しては、平成２０年度末に６５歳以上の人口が１,４７９人に達し、平成２４年度末までは１,
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４７０人台で推移をしてまいりました。団塊の世代と呼ばれる昭和２２年から昭和２４年生ま

れの方たちが６５歳を迎えた平成２５年末には１,４８７人に先月末では１,４９３人に達して

おります。しかし増加の数でいきますと、２０数名程度でございまして全国の団塊の世代が他

の世代に比べ、３割近くの人口が多いとのデータと清里における状況とは、少々異なるところ

がございます。むしろ本町におきましては、団塊の世代に続く世代の人口が減少しているため、

これからは高齢者全体の数も減ってくるものと予測されておりますし、高齢者を支える若年層

の人口も減少して参りますので、高齢者が今後介護を利用しない、そうした予防介護対策の必

要性が一段と重要になってくるものと認識を致しているところでございます。 

介護予防の基本は健康の維持であります。特に、生活習慣病予防が重要になってくるもので

ございます。介護予防事業としては、従前よりいきいき健康セミナー等を実施いたしておりま

すが、昨年度よりふまねっと教室を新たに開始いたしましたし、国民健康保険の被保険者に限

らず、町民のそれぞれの健康維持のための特定健康診断の受診率を上げるように、啓発活動に

努めてまいりたいと考えている次第でございます。以上申し上げまして１回目の答弁にかえさ

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） 

 ただいま町長より答弁をいただきました。第６期介護保険計画については、国の基本方針な

どまだ示されてないということで、当然作成の準備にはまだ早いですね。また、これを機会に

改めてまた聞きたいということにしたいと思います。 

それでは、今述べられましたけど高齢者福祉計画、これに特化して質問したいと思います。

何点か具体的な点で。答弁お願いして頂きたいと思います。まず、２０２５年問題について、

お伺いします。今、聞くところによりますと、清里の高齢者人口の推移は２５年に向けて微増

程度に留まると言うことで、大都市ほど深刻な問題ではないという形で受けとめています。人

口減少により、高齢化率これは当然高くなると予想されます。第５期の計画において、２６年

に１,４８９人、３５％。３人に一人が高齢者という見込みだったんですけど、先月にはもう１,

４９２人に達したと言うことで、それも含めて１０年後の２０２５年には大体、町としてどの

ぐらいの推移を占めるというような形で想定されているか。お知らせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

人口の推移でありますけれども、我が国の人口は、おおむね平成２２年に１億２千８百万と

言われておりますが、これをピークに徐々に下がりつつあるということでございまして、今、

話題となっております２０２５年、いわゆる平成３７年には、１億１千６百から７百万人にな

るだろうとそういうふうに言われております。平成６０年では１億人を割り込んでくというよ

うな推計がされているところでございます。またそれに合わせまして、現役世代が徐々に減少
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に入っておりまして、平成２２年度に現役世代が７５歳以上の高齢者を支える割合というのは、

５．８人に１人というふうに言われておりましたが、この２０２５年度は、３．３人で１人を

支えるという数字になってくるということでございます。先ほども言いましたように清里町に

おいても、大きな都市ほどではありませんけれども、同じくやっぱり支えていく方が減ってい

くということになりますんで本当にご高齢、お年寄りの皆さんが健康でいつまでも元気で暮ら

していただかないと、支える人口がどんどんどんどん減っていっている現状でありますので、

大変心配な社会問題になってくるんではないかなというふうに思っております。特に清里のよ

うな過疎地域、田舎ではその現象はとっくのとうに現れてきておりまして、２０２５年問題と

いうのは大きな市ほど、影響を受けているということになりますので、これからいよいよ大変

な問題になっていくのではないかないうふうに思っているところでございます。 

また、清里町における人口の件でありますが、手元の資料によりますと、この２月２８日現

在の６５歳以上の人口は、１,４９３人となっております。それで清里町の人口が４,３９７名い

うことですので６５歳以上の高齢化率で３４％、３人に１人ということになります。それから

現状における７５歳以上の数は、８２８名となってございます。率でいきますと約１９％とい

うことですから、まだこれは５人に１人という形になるのかなというふうに思っております。

またこれが第６期の計画における平均の高齢人数ということでありますが、現在まだその作業

まで進めておりませんので、はっきりした数字というものは、ちょっとお示しすることができ

ませんがいずれにしろ若干は上がっていくということになろうかと思います。先ほど申し上げ

ておりますように、もう既にその減少にこの地域は入っておりますので、そんな急激な数字の

増えというのは現れないだろうそういうふうに予測をしている段階でありますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、町長の方から数字的なことの報告を頂いたわけでございます。我が町も早くからそうい

う形でそれらに到達しているということで、そのことを含めても大変な高齢化社会に突入して

いるいうことだけは、これ事実じゃないかなと思っています。ほんとにいろいろ情報の中では、

まさに騎馬戦状態から肩車状態と言うか、そういうような形で言わば、支え手の世代ですか。

そういう状況が生じてくるとまで言われています。ただそういう部分で、まずそんなにその微

増だからと言ってちょっと安易に捉えていくというようなことにもならないと思います。 

そんなことも含めて、先ほど冒頭にも述べられましたけど、おそらく６期に向けて、今の事

業をそのまま継続していくのも、また今年新しく取り組むようなことというのも含めて本来で

あれば元気で、良い歳を迎えて歳を召されるというのが一番理想の形なんですけどやはり、生

活習慣病からいろいろな形で余病を引き起こすような部分がありますので、そのことを受けて

今年着手するテレビ電話光回線による健康相談とかまたケアハウスについて町長の考え方述べ

ていただきたいなと思います。 

 

 



85 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 高齢者対策という形の中で、これから最も求められるのは介護の予防事業ではないだろうか

とふうに考えております。その予防対策に向けた各種のいろんなサービス事業やまた給付事業

等継続すべきものは継続し、また新たに取り組むものは、取り組んでいきたいということでご

ざいます。 

その中の１つとして、この２６年からテレビ電話を使った相談方式を取り入れて参りたい。

内容具体的に申し上げますと、２６年では、まずとりあえず設置をしていくのは、緑支所、札

弦支所を中心に設置をしたいということでありまして、そこまでわざわざ来てもらわなければ

ならないですが、まずはそれを１回やってうまく回り始めるようであれば、希望する御家庭に

つけられる形を考えていきたいなということであります。まずはやってみなければ、最初から

一気にやって上手く調整が出来なかったということになっても大変でありますので、まずはそ

こからスタートをしたいと思います。先程もありましたが、清里では光回線が全部整備されて

おりますからそれを有効に活用していきたい。その前段階として、札弦センター、緑センター

にそれを置いて、お年寄りの方がある一定の決まった時間帯にそこに来てですね。画面を通し

て、保健師さんと健康相談ができるデータをやり取りする。そういうような手法の相談業務と

していきたいということでございます。それが順調に行って、よしこれであればというスタイ

ルが出て来れば各家庭に機械を持って、テレビを使ってやるもんですから、テレビ上に機械を

置いて、テレビをモニターとして使うというシステムで今回導入をしたいということですから、

家庭のテレビでも、そのモニターさえ用意すれば出来るということであります。ただそれなり

の事業費もかかりますから、一気にと言うことにもなりませんけれども、やっぱり必要な部分、

安心安全という部分も含めながら取り組んでいければというような思いで、今回まずはセンタ

ーの方から導入をしていきたいということでございます。 

それから、次にひとり暮らしの方々の最後のと言ったらちょっと失礼ですが、終の住まいを

どうするかということになろうかと思います。これだけ高齢者がどんどん増えてまいりますと

当然ひとり暮らしの高齢者も増えていくことになろうかと思います。推計では、平成３７年、

要は２０２５年では、約２９０万の人が一人住まいになるだろうというふうに推計がされてい

るのだそうであります。これは全国の話ですけども。清里町においても公営住宅の先ほどのお

話させていただきましたが、65 歳以上の７０人近い方がお一人で住まわれている。そうなれ

ば民間の自分のお家でも一人で暮らしている方も相当数いるというふうに考えておりますから、

それらの方々が将来的に終の住まいを個々の家で持てるのかと言うことになると極めて厳しい

ことになるんだろうというふうに思っております。そうした中で、近年注目されているのが、

サ公住であります。サービス付の住宅ということでありまして、私も執行方針の中でサ公住の

取り組みについて調査、実情を調べていき、取り組んでいきますというふうに表明をさせて頂

いたところであります。計画に合わせて、今期かけていきたいというふうに考えているところ

でありまして、それらの対応を早いうちにつくって安心してこの町でいつまでも住んでいける

というスタイルですね。しっかりと求めておきたいというふうに考えている次第でありますの

で、ご理解を賜りたいというふうに思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、介護予防。これに重きを置いてという部分で、緑支所そして札弦のセンターですか。そ

こに光回線でのテレビで健康診断をしていくと。それとまたサ公住の関係が出てきたわけでご

ざいます。いかんせん、やっぱりなんとも心配なのが一人暮らしの方々という部分です。その

部分で当然、地域住民を含めてやっぱり見守りと言うんですか。そういうものも十分強化して

行かなくてはいけない部分ではないかと思っています。こないだ常任委員会の方でも、そのこ

とも含めてちょっと聞かしてもらったんですけど、今回吹雪がちょっとありまして、その中で

安否確認ですか。そういうものが一体どうなっているというものも聞かしてもらいましたけど、

現体制の中では、職員が親戚だとかそういうものに電話をかけまくって安否を確認しているよ

うな状態ですけど、それらについてもきちっと地域住民を巻き込んだ形の中で、安否の確認が

取っていけるシステムの確立と言うのも、急がなくちゃいけない部分なのかなと感じる次第で

ございます。 

次に移ります。シルバー人材センターについてお伺いしたいと思います。高齢者の豊かな経

験なり、能力を生かして自らの生きがいづくりと社会参加の意味において、この事業の持つ意

味合いというのは、大きなものと評価するところでございます。現在人材センターの方に登録

されている人数、また、それからどんな職種に分類されているのか。大まかで結構でございま

すのでお知らせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 手持ちの資料によりますと、平成２４年度の内容ということで御理解をいただきたいと思い

ます。登録をされている人数は、５２名ということでございます。最も多い作業の内容といた

しましては、清掃管理業務また芝刈りだとか公園等の管理。そういう業種が一番多いようでご

ざいまして事務的な部分としては比較的小さい。どちらかと言うと現業業務に係わる部分の登

録の方が多いということでございます。この登録についてもそんなに大きな変動が今までも無

く推移をしてきているという状況でございますし、また町としてはいろんな事業の関係で業務

委託をシルバーの方にお願いをしながらやっているというような事業もかなりありまして、積

極的に町の事業についてもこの中で展開をさせていただいております。また、ＪＡさん、商工

会さん、また民間の法人の皆さんもこの中のいろんな事業でのお願いをされているようであり

ますし、また個人の方も除雪作業だとか、農作業だとかっていう部分で、シルバーさんを使わ

れているという分もあるということでありまして、中身はかなり多岐にわたっておりますので、

ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 
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○３番（勝又武司君） 

今５２名、現在登録人数であると聞きました。高齢者が退職後、何らかの仕事に就かれて少

ないかもしれませんけど年金以外の幾分かの収入があるという。これは恐らく経済的な余裕と

かそういう部分で元気でいきいき暮らしていけるという事に繋がっていくということなのかな

と感じる次第でございます。なるべく要介護とか寝たきりとかそんなふうにならないためにも、

また医療費、介護費の削減につながる部分でないかなと。ましてや、生きる意欲をかき立てる

というか、そのことも大きいのではないかなとも思っています。 

全国には、かなり高齢者が活躍してやっている場面というか、そういうところを議会の常任

委員会の視察もさせていただきました。高齢者のはっぱビジネスの上勝とか鹿児島のやねだん

とかこういう形の地域福祉の主体は高齢者ということで、やっぱり高齢者が元気で。確かにも

う地域どこもみんな高齢化率の高いところなんですけど、やはりそこで高齢者の方々が奮起し

てそうゆうことに取り組んでいる。そういうことを素晴らしく感動してきた訳なんですけどね。

うちの町にもやっぱり高齢者に対しての居場所とか、出番とかそういうような活躍できる場面

提供は、十分していかなくてはならない部分かなとそういう風に思っています。退職しても恐

らく相当元気な方がいらっしゃいますんで、やっぱりそういう元気な方に現場に出て仕事につ

いてもらう。それは今までみたいに十分な仕事はしないにしても、そういうような形で労力の

提供をしてもらう形のものをうちの町として考えていくべきじゃないかなと思うんですけど。

ただ、誰が先導していくんだというふうになった時に、僕は行政だとも思ってないんですよね。

やっぱり地域できちっと動き出さないとそういう形のものは成り立ってかない。行政が指導し

て駄目だって訳でないんですけども、やっぱり行政はある程度の１つの音頭取りをしても、主

体的に動くのはやはり地域住民が動いていかないとなかなかその定着したものには、なってい

かないのかなと感じるわけですけど、１つの新たなまちづくりとして考えるような部分でござ

いますけど町長の所見をお伺いしたいなと思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

お年寄りの方々での健康づくり、生きがいづくり、また介護を予防する施策としてもですね。

いろんな取り組みがあるのかなというふうに思っております。 

まず、私は考えてみますのには、今の６５歳が本当に高齢者なのかなという思いを実は致し

ております。一般社会の中においてもサラリーマンであれば、ある１つの定年制というのがあ

りまして、６０歳を持って定年をする再就職なんかに繋がれば、それもある程度いますけれど

も、そうでない場合においては６０歳を持って、それで現役を退いてあとは悠々自適と言いま

すか、そういうふうになっていくわけですけれども、これが果たして今の時代にあってるのか

なというちょっと疑問に感じているところであります。後期高齢者の７５歳となれば、なるほ

どなという感じです。ですから私は、６５歳はまだ現役世代ではないかなというイメージを持

っておりますが、社会の仕組みとしてはそうなっていないところに少しギャップが感じるとこ

ろでございます。特に高齢になれば当然に病気にかかる割合もどんどん高まっていきますから、

それを予防するためにも生きがいを持って、ある程度社会の一員として支える側も、支えられ
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る側もあり大事ですけども、支えられる側にそんなに早く入らなくてもいいだろうというふう

に思っております。社会の仕組みそのものが大きく変わって、７０歳まで現役だよ、サラリー

マンも７０歳までは退職しないでずっといけますよということでなれば、また別ですけども、

今の段階は６０歳で一回切れますから。その間をどうつないでいくかというのが本当に大事な

ことなのかな思っております。そうした中において、いろんな生きがい対策としての手法も考

えられるのかなと思います。 

その中の１つとして、農家のお年寄りの皆さんが自分の持っている技術力を使って野菜作り

をしたり、はっぱ産業もその中の１つかなと思うんですけども、そしてそれを自分の技術や経

験を使って出来上がったものを直売なり販売することによって、いろんな人との交流ができて

輪が広がり、それが結果的に自分の生きがいでもあり、小遣いも少しは稼げていけるかなとい

うふうに思います。また、そういう中から新たなまちづくりの手法というのも考えられるのか

なというふうに思っているところでございます。ほんとに高齢者の皆さん方は、そんなに早く

老け込む必要もないとは思っていますし、生涯現役と言っても限度はありますけれども、ある

一定の中でそういうような活動に一緒になってやっていければ、また町の仕組みも変わるし、

地域でも考え方は相当変わっていくだろうと。６０歳になったから、すぐ老人クラブだよとか

そういうことでなくて、それはそれで１つの生きがいとしての活動の場として非常に大事なと

ころでありますけれども、まだまだ自分の能力を生かしていける、そういう取り組みというの

はいろんな面でいけるのかなと思っています。場所によっては地域コミュニテイとしてのその

一員としても活躍できるような仕組みも考えられるのかな、ある一面。札弦のパパスランドに

は、野菜の供給や販売をするグループができて、そこに自分で登録をして、自分でつくった野

菜を持ち込んでいって販売をし、少しの小遣いになるかとわかりませんけど戴けると。という

ような形で、そこに参画することによって自分のその生きがいづくりというかそういうのをや

られているという方もかなりおるようでありますから、そういうような取り組みも一つの方法

として誰かを仕組んでいかなければならないと思います。けれども町としても機会があれば、

全面的に協力をしながら、そういう手法についても検討を加えていければというふうに考えて

いる次第であります。以上申し上げまして答弁といたします。 

 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

 

○３番（勝又武司君） 

 そこら辺につきましては、私も町長と同じような形の意識じゃないかなと感じる次第です。

ただ、うちの町の人口推移は、いろいろな取り組みをしていますけどなかなか産業がない中で

新たによそから来て住む人、これも限られるそういう中では、とりあえず人口減少の部分では、

全然歯止めがきかないような状態でいます。 

その中でうちの町がどんどん高齢化率が高くなっている中で、それをどうして行くかって言

ったときに、僕はそういういろんな場面で、年寄が活躍できる場があることによって、スムー

ズに流れつくような部分なのかなと。先ほど支える側、支えられるかの話しもありましたけど
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ね。やはり町長が言われたように、６５歳で支えられるには、まだまだ若い歳じゃないかって

おっしゃるのと同じように、私もそういうように感じる部分でございます。その７５歳以前の

その人間が、活躍できる部分それを作ってあげるというのも一つの何から何まで行政じゃない

ですけど、地域住民を含めて考えていくようなものが必要ではないかなとそのように感じる次

第でございます。一つ前向きに検討のほどをお願いしたいと思います。 

続きまして、老健きよさとの職員についてお伺いします。介護の人材の確保については、全

国においても入職１から２年未満の離職者がすごく多く目立っております。離職者の高さは、

施設の運営には相当のダメージを与えることになります。先の常任委員会で保健福祉課長の方

からぎりぎりの人数体制で運営をしておりますと言うような報告がありました。またさらに離

職が進むと施設の収容数等にも影響しかねないとの報告があったわけでございますが、再度実

態について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） 

 まず最初に、御高齢の方々の活躍できる場と言うことでございますが、是非６５歳を過ぎた

からということでなくて、元気なうちは支える側に回ってもらって、地域の社会の一員として

今までの経験を生かして頑張って頂き、そして自分の健康づくり、仲間づくり、それがうまく

繋がりながら、地域の活性化につながっていくというような中での活躍を期待をするところで

ありますし、また先ほども言いましたように、町におきましてもそういうような場をつくると

いう部分をいろいろと勉強させていただきたいと思います。いずれにしろ地域の皆さんと自治

会とも連携をとりながら、やらなければ決して成り立つものではありませんので、そういう中

においてもいろいろ研究をさせて頂ければというふうに思っている次第でございます。 

それから、老健きよさとにおける技術職員との関係を含めてでありますが、現在、社会福祉

協議会が、お年寄りの方々を支援すると言いますか、そういう形の中で、１つは地域包括支援

センターそれから居宅介護支援事業所。そしてもう１つは、老健きよさと３つの事業所とさら

には、訪問介護支援事業所いわゆるホームヘルプですね。それらの部分で社会福祉協議会が抱

えている方々は全体で７１名の職員がいます。正規な職員は３０数名でありますが、非常勤の

職員だとかパートの職員の方々を入れると７１名、登録されているという状況にありまして、

地域包括支援センターでは２名、居宅介護支援事業所では３名、それからホームヘルパー１１

名。そして老健きよさとでは、５５名おります。参考までに特養の関係でも５８名の職員の方

がございます。これは清楽園の方です。そんなような状況にあるわけでございます。この中で

割にこの職種というのは移りが早いと言ったらなんですけれども、結構流動的な職員がおられ

ます。職員は技術職でありますから、資格をしっかりと持たれた方でありまして、地方におい

てはそういう方々が慢性的に不足もいたしております。そうしたことがありますから、なお資

格職不足してますので、流動する気になれば自分の気持ちで、いつでもどこかへ採用していた

だけるという環境下にもありますので、どうしても自分の資格を取って技術力が高まっていく

ためには、違う職場でいろんな研修をしてみたい、研鑽を深めてスキルアップを図っていきた

いと。そういう職員の方は確かにおられますので、どうしても新陳代謝が激しくなっていると
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言ったら、ちょっと語弊がありますけども、異動がわりに早くなってくるのかなというふうに

思っております。参考までに清里町における１年間の離職の数です。ここ２、３年の話で申し

上げますが、平成２２年には３人、その前の２１年には１１人の方が離職されています。全体

が結構ボリューム多い５０何人というところでありますから、平成２３年が３人、２４年が７

人、２５年においては、今はっきりしている部分で８人。こういう方々が離職されてるという

ことでありまして、内容はいろいろあります。ご結婚される、それから家族の都合で離町をす

る。要は、お父さんの転勤でどこかに出かけられるという方もおります。そのかわり、スキル

アップのための転職、自己都合転職と言われる方もおります。全体としてはですね、結婚で離

職される方が結構多いようで、また女性がものすごい多いですから。結婚される方が人数とし

ては、比較的多いのかなというふうに思っておりますが、その次が自己都合スキルアップとい

う形になった退職理由というのが多いように見受けられております。以上申し上げて答弁とい

たします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 退職の推移を聞いた訳なんですけど、２１年は１１人ということで多いみたいですけど、こ

こに来て、また２４、５年と７名、８名。何に原因があるって言ったら、今、女性の多くが結

婚と言うことでまた、ほかの都合というのももありますけど処遇改善ということで、国の介護

報酬関係の見直しがあったりして、そのことに対しては特に離職について影響があるというこ

とはどうなんでしょうかね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 私の方で聞いているところによりますと、老健きよさとの企業処遇体系については、管内的

には他の同種のところから見ても決して低くはないと逆に有利な方だというふうに伺っており

ますので、処遇面での不満での退職というのは余りないだろうというふうに思っているところ

でございます。また介護報酬の関係の改善の部分は、きちっとうちの老健は、実行をいたして

おりますから、その事業主に来てそのまま事業主がということは、決してありません。そのま

ま転嫁、職員の方にされておりますんでそういう意味においても収入的には大丈夫だろうとい

うふうに思っているところでございます。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 処遇の方については、別段問題がないとのことなんですけど、先ほどの結婚、当然女性の方
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ですから、結婚をするわけなんですけど、結婚なりまた出産という部分もあるのかなと思いま

すけど、遠く行ってしまえば別なんですけどそうでない限り、雇用の変更とかそういう部分で

落ち着いたらまた以前の給与又労働条件とかそういう部分が変わらなく正規職員に復帰すると

いうようなそのような形のとり方はできないのでしょうかね。そのことでそれが改善につなが

ることにはならないですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただいまの関係でありますが、たまたま結婚にされても地元に残られる方々については、ま

た復帰してもらえるというのはかなりありますから、復帰に対してもきちっと対応はさせて頂

いているところであります。ただ結婚されて、旦那さんが違う町にいるということで、離町に

繋がっている方がかなりおりますんで、それがちょっと今のところどうにもならないのかなぁ

と思っていますが、地元の場合については、結婚も出産もなるべく残ってもらえるようにしっ

かりと連携をさせていただいているという実情であります。また一回退職してもまたなんらか

の関係で、向こうでスキルアップを終わって戻ってくるという方も実は数の中にはおります。

ですから、１回出てしまったからもう２度と清里には帰って来ないということでなくて、よそ

で勉強されてまた戻ってくるという方も中におりますので、全体としては、施設の機能、施設

の内容から言って全体の数としては、充足されておりますけども、ただその職の内容によって

びっしり働ける方とやっぱりパートでないと働けない方とか、そういうふうにいろんな方々が

おりますので、どうしてもそういう部分での全体調整が大変な状況であるということ実態では

ないかというふうに考えております。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 当然これ職員ってなると資格を有してるというような部分じゃないかなと思うんですよね。

ただ考えるにね。これ資格が無くてもこういう介護人材という形の中で意欲があるとすれば、

採用してから資格なりの取得をしてもらう。それに対しても、町からも幾分かの助成をしても

らうようなそういうようなことっていうのは可能じゃないんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的に介護保険施設で報酬、介護報酬を受けるための報酬がありますので資格を持たれて

いない方は、対応をその分まったく別枠でやれなければなりませんし、補助としてちょっと介

添えでお願いするという部分では良いのかもしれませんけれども、正規な仕事の部分の中では、
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かなり難しいことになるのかなというふうに思っておりますから、出来る限り資格を持たれた

方をお願いするという形で、現在もすべての職員は資格を全部持った方でございます。資格の

ない方はたまたまちょっと事務所の当番をしてもらうだとか電話当番をしてもらうだとかそっ

ちの方ではおりますけれども介護そのものの施設の中には、資格を持っていない方は今のとこ

ろおりません。全員が資格持ちという形になっております。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

全員資格を持っているということだと、そういうことはちょっと可能じゃないみたいですね。

ただ、この間常任委員会の方にも報告があったわけでなんとかこれは工面してでも、今の就業

数ですか。そういうものをきちっとクリアしていくような形は当然考えていかなくちゃいけな

い部分なのかなと感じます。その中で先ほど言われたような配置の関係だとかそういうものを

パートなり、その正職でとかってそういうのも含めて、労働条件とかそういうものもきちっと

考慮するような形で、職員の採用というものを考えていかなくちゃいけない部分かなと思った

のですけど当面、町長の考え方をお聞きしたいなと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 職員の採用の関係でありますけれども、新規職員の採用でも資格を取られる子供さんが本当

に少なくなってきておりまして、奪い合いの状態にあると言っても過言でないかというふうに

思っておりまして、新規採用の場合についてはですね。町の方も医療従事職員の支援事業とい

うのを展開しております。新規卒業の１年間は月２万円の支援を、これは老健だけでなくて町

内の医療保健施設全部そういうふうにやっているわけですが。そして２５年からはさらに、１

年で２万消えてしまうとガクッと差が出てまたすぐやめられてしまっても困るということで次

の年は１万円ということですね。初任給プラスアルファで少しほかよりも、条件がいいんです

よ是非に。ということで対応をいたしております。 

またこれ余計な話かというふうに思いますけれども、看護師などにはですね、正看とかそう

いうきちんとした資格を持たれている方は、当然でありますけれども支度金制度も実は設けて

おります。その代わり勤務してもらう年数は縛りますよ。逆に言えばね。縛りますけれども支

度金制度も用意をしているということでありますから、その支度金もプラスアルファで１回き

りですが、この支度金はまた出かけて行ってスキルアップしてまた戻るから、また支度金くれ

というこれはだめなんで、１回だけは支度金制度も動かせますし、この支度金制度というのは

新規だけでなくて、どこかで勤めていてそちらをお辞めになられてうちの町に来るという場合

についても、適用をさせるということでやっておりますので、そういう中で人材確保は、いろ

いろ策を練りながらやっているというのが実情であります。 
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○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

今も人材確保に関しては、いろんな支度金の準備だとか給料プラスアルファ―というような

いろいろな形で工夫されているということですね。今後とも先ほども述べましたけど、十分な

収容数確保ができるような形での介護人材の確保というものを取り組んでいっていただきたい

なと思う次第でございます。 

それでは、次に移ります。もう１点お願いしたいなと思います。農家地区における高齢者の

対策についてお願いしたいと思います。市街地においては、高齢者が近くにおりますので、自

治会等でいろんな形でイベントを開いたりという部分で、取り組みは活発にあるんじゃないか

なとそのように感じるわけです。 

しかしながら農家地区においては、隣近所に同じぐらいの高齢の方がいれば、いろんな形で

それらのコミュニケーションをとれる訳なんですけど、場所が点在していますので、人が集ま

るといってもなかなか大変です。元気なお年寄りが、車で集めて集会場とかでいろんなことを

やっているというような実態でございます。当然行事だとかについても、農家の忙しい時には、

これ頼めないわけで、農閑期そういう部分が中心になると。そうなると普段の交流というのが、

家族のものだけで、家族も忙しければそんなにコミュニケーションが無いというようなその分

も含めて、夫婦健在でいられる方は良いですけど、先ほども話に出ました独居の方となると寂

しくしているような状況なのかなと感じる次第です。それで、この社会的な問題で、農家も恐

らくそんなふうになってきちゃうのでないかなと思います。そういう仮定でちょっとお話をす

るわけですけど、当然親や配偶者の介護に直面している人たちというのがかなりの世代で増え

ている。そして、介護するということを理由にした自分が仕事を辞めなくちゃいけないそうい

うような部分のものに陥ってきていると。それがなぜうちの町でと言ったら農家の団塊の世代

が定年を迎えます。そうすると私も含めてなんですけど６５歳で、後継ぎがいなければやめて

いくような形。そういう中でやめていった畑は皆が分けるんですけど、今３７ヘクタールぐら

いですか、４０ヘクタール、４５ヘクタールなんてあっと言う間じゃないかなと思ってますよ

ね。そういう中で個人経営をしているってなると家族の中に具合の悪い高齢の方がいて、その

方に付きっきりで世話をして行くってなると農家経営自体が立ち行かなくなる。まあその人の

面倒を見るために一人でもやっぱり付きっきりになってしまうと。そのことをこう考えた時に

一番いいのは、やはりそういう形にならなければ良い。申しわけないけれど、言葉的に悪いん

ですけど、元気で手のかからないような状態でいるのが一番いい。でも、なかなかそうもいか

ないとなると、どういうふうに解消していったらというのかなとそのように感じるような部分

なんですよね。それでこれ本州の方の例ですけど、託児所ならぬ宅老所と言うのかな。そうい

うような形でなんていうか、老人を預かると言ったらおかしいですけど、面倒見てくと。それ

でその面倒見る側の立場の人間は、先ほど言った６０歳なり６５歳でそういう定年を迎えて、

人の中でそういう面倒を見たり、何だりっていうのはそういう仕組みづくりができないかなと。

結構、全国の中でそういう取り組みもあるみたいですけど。今、僕が述べましたそういう現状

を踏まえた形の中で、町長何か考えることがありましたら一つお願いいたします。 
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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） 

 ただいま御質問の農村地域におけるお年寄りの皆さん方の宅老所といいますか、そういう御

提案でありますけれども町としてはですね。基本的にいきいき健康セミナーだとかことぶき大

学だとかそういう中でいろんなお年寄りの活動を支えてきているというような状況にあります

し、またそれぞれ地区には老人クラブというのもありますから先ほどお話では、ちょっと近く

に人がいないから誘いあう人がいないんで、なかなかそこの出入りが困難な方もおられるよと

いうようなことでありますが、できれば自治会の中でそういうそれぞれの地域に老人クラブが

ありますので、そこへ是非お誘いを頂いて活動の中で一緒にやっていけるというのが一番いい

のかなというような感じをいたしております。 

農業世帯については、確かに規模がどんどんどんどん拡大してきましたから、それぞれの個々

の農家の方が４０ヘクタールなるとですね。２世代ぐらいでやらないとご主人と奥さんだけの

２人では農業はもちこたえない規模まできているだろうと。ですから、息子さんたち夫婦、お

父さんたち夫婦とプラスアルファさらに先輩型のクラスがあるということで、そこのところで

仮に体調が悪くして入院をするだとか介護しなきゃならん状況になるとなれば、１人なり２人、

そちらにかからなければならんということになれば、農業経営そのものにも相当なダメージを

受けることになるというふうに思います。そのためには予防介護といいますか予防事業をしっ

かりとやっていく、そしてその中でいつまでも元気でいてもらうという施策が最も必要になっ

て来るとはもう明らかだというふうに思ってございます。 

そうした中においても、今言ったような中でのいろんな取り組み、自治会等もやられており

ますので、その中でやって頂ければいいし、宅老所で高齢者サロン的なものをこれらについて

もやられている自治会もありますから、そういうものを参考にしたいろいろな情報を提供いた

しますので、そういう中で対応ができればなと思っております。町の中にもいろんな施設があ

りますので、そういうのを利用していただく。町が設置したり云々した時に、果たしてそれを

きちっと維持管理運営ができるかどうかっていうのはかなり難しくなってまいりますので、で

きれば先ほど言った寿大学とかそういう起きている部分で、１回ご登録戴いて活動されていた

だければなというような思いでございます。このことは単に農業経営の場合は、お年寄り部分

だけのではなくて、最近、みんな元気になりましたから良いですが、一時は本当の後継者であ

る若い人が体を悪くして入院をされている。場合によっては、もうリタイアかなっていうそん

な状況もありましたので、今回は高齢者の話ではありますけれども、若い人方も健康づくりを

進めていただければなというような思いをいたしているところであります。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

持ち時間もそろそろ一杯になってきてますんで、そろそろ、最後にしたいと思います。高齢

者福祉施策ですか。これについて若干私からの想いというかそういうものも述べて終わりたい
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と思います。これまで高齢者から若い者の迷惑にならないようにという言葉をよく耳にしてき

ました。しかし、迷惑にならないだけで頼りにすべき若者が、少子化でいなくなる時代となっ

た時に、これを乗り越えるのは大変なことかなと感じるわけでございます。元気な高齢者は、

何らか社会的役割を担い続けることが、明るい希望の持てる長寿社会と言えるんではないでし

ょうか。先ほど、生きがいという話がありましたけど、その生きがいも、どの程度生きがいを

感じているのか。ここに参考となる文章があるんですけれど、当然健康がいい状態で生きがい

を感じているというのが、約９割ということです。やっぱり健康というのは、大事なことかな

と。ただ、それとともに親しい友人や仲間が多いほど生きがいを感じる、これも９割いるんで

すよね。そういった中に人間とのコミュニケーションというのがすごく大事な部分なのかなと

そのように感じる次第でございます。 

２０２５年まであと１０年後ということで、私を含め、ここにおられる大多数の皆様が高齢

者の仲間入りをしていると思います。スマートエイジングっていう言葉があります。賢く歳を

加えていくという意味だそうでございます。元気に生き生きと、そして自分らしく人生を過ご

すために第６期の計画策定にあたり、町長の基本方針であります長寿社会を迎えみんなで支え、

健康で安心して暮らせるまちづくりに向けて取り組んでいただくことを切望し、私の質問を終

わりたいと思います。何かありましたら。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまありましたように、元気で本当に健やかに暮らしていけるまちづくり。そうしたま

ちづくりの主役は、町民であるというふうに思っております。いろんな立場から様々なまちづ

くりや地域づくり活動で参画をして頂く。それこそが福祉の向上と活力がある地域づくり、ま

ちづくりにつながっていくものと認識をしている次第でございます。ぜひ高齢者の皆さんも地

域の社会の一員として元気なうちは、本当に今までに経験してきた技術力または経験力を若い

人に伝え、社会にまた戻していくというようなことで、そちらの体験を生かしながら支える側

支えられる側としながら連携をとり、自らからの生きがいづくりと健康づくりのために一層の

活躍をいただければなというふうに思っておりますし、また若い世代においてもですね。そう

した活動を真に支えていける、そんなまちづくりが展開できればというふうに考えている次第

でございます。そういう中からですね。交流を通じて、友人や仲間たちとそういう輪、絆が一

層つながっていきます。そして清里町が本当の意味において、住んでいて良かったなとそう言

われるような町になるように、我々としても努力を傾注してまいる所存でありますので、御理

解を賜りたいというふうに思います。以上申し上げ、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで一般質問を終わります。ここで予算審議準備のため暫時休憩いたします。 

                             休憩  午後 ２時 ６分 

                             再開  午後 ２時１０分 
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●日程第３  議案第１５号～議案第２１号 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて再開いたします。 

日程第３ 一括議題となっております。 

議案第１５号から議案第２1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をさせます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（小貫信宏君） 

（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１５号 平成２６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いたします。 

説明員交代のため暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ２時１２分 

                             再開  午後 ２時１５分 

 

○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、２５ページ。        

（「なし」との声あり） 

質問がな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、２６ページから２７ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

２項総務管理費・１目一般管理費、２７ページから２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がな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いたします。 

２９ページから３１ページ。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

総務費の２目財産管理費、３０ページのレストハウス管理運営事業費。 

この予算は、４９６万５千円となっておりますが、町長の町政執行方針でも中でですね、活 

性化の拠点施設ということを謳っておりますが、町として早い時期の整備の具体的なスケジュ

ール等があればお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

現在レストハウスの件につきましては、今後の方策について役場庁舎内の企画委員会で、今

後の管理運営、またあり方について検討してるところであります。既に数回の検討を重ねて、

あそこの場所における施設のあり方について検討しているわけでございますが、スケジュール

ということございますので今、基本的に事務的に考えているスケジュールにつきましては、基

本的には、６月を目途に一定の方向性を出したいと。その間、議会になり、あるいはまた関係

機関なりとも、協議が必要というふうに考えておりますが、６月までに一定の方向を出してい

きたいというところが当面の予定でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の総務課長の方から活用計画について、６月までを目途にということであったんですけど

も、活用計画について議会とも協議をさせていただきとなっておるんですが、協議の場を議会

以外は具体的にどこと協議をしていくのか。この辺をちょっとお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 基本的にはですね。レストハウスは観光の拠点と考えておりますので、それらの関係機関、

いわゆる観光協会なり商工会なりまた関係する若者たちの組織もございますので、それらの

方々とも協議なり御意見を伺う場を設定したいというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

今の観光協会、商工会、若い方々ということなんですが、これ私がこうやって聞かなくても、

最初から予定してあって６月を目途にということは、それまでに複数回の会議を持つ場を今後

つくるのか。それとも、最初からそういう計画があるのか、その辺いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

  全く真っさらの状態でお話を投げかけるということはなかなか困難なところでありますの

で、早急に日程のたたき台になり、方向性なり、これ議会と所管の委員会とも協議しなけれ

ばならないものもありますんで、それは同時並行的な形で今後行っていきたいというふうに
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考えています。 

 

○議長（村尾富造君） 

  池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

  この前にいろいろと２回公募をしたんですが、なかなか声が上がっていなかったのが、こ

れ現実でありますが、民間から声が上がっていないんですけども現状を踏まえてですね。町

として町としてですよ。基本的な考え方は全く持っていないのかどうなのか。その辺いかが

ですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

  基本的にはあそこの道道摩周湖斜里線の沿線、あるいはまた焼酎工場、ふれあい広場との関

連等々踏まえていけば、ある程度斜里岳の所望を考えた中でいけば、その辺をどう具体化して

いくかというところが、今後の協議の内容なり今の施設のあり方の検討なりということになろ

うかというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 もう少し経ちますとあそこが閉まりまして１年が経ちます。それで、昨年今年とこうやって

およそ５００万円近くの事業費が組み込まれておりますんで、大事な部署でもありますんで、

６月までにはですね、早急に具体的な案を出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（柏木繁延君） 

 池下議員の申すとおりですね。早急に急いで検討しなきゃならないというふうに考えており

ますので、ご理解願いたいというふうに思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 同じレストハウスに関してでありますが、この施設２回再募集かけたんですよね。１回目の
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募集終了後に２回目募集をかける時点で、その後の対応についても十分内部で協議をしていき

たいという内容があったと思います。 

そういう中で現在また、６月を目途にという表現がある訳ですが、今回この予算なんです。

この予算段階において、５月から１０月までの予算を組んじゃっているんですよ。ということ

は、また１年間は結果として、６月にどういう方向性でやっていくかという話が出て、この１

年間こういう形のまま、２６年度もシーズン中は行くのか。あるいは６月である程度方向が出

た時点でですね、７月か８月に休館にし、それからいろんな準備をしていくという捉え方をし

ていくのか。これ非常にこの問題点っていうのは、非常にちぐはぐに私は見えているんですよ。    

あと、もう一言あとから言おうかと思っていたんですけど、果たして、もうレストハウスと

いう名前で良いのかどうなのか。どうなんだろうかなという疑問さえあります。 

その前にこの再募集をかける段階で、その内容に飲食関係はしませんよってこういう形で来

ちゃってですね。全く同じ環境の中で、条件を変えないできてるんですね。やってきた経緯で、

今池下議員も言ってましたけど、昨年の８月から約４００万程度かけている。維持費がかかっ

ている。また今年度もシーズン中には、そういう形でかかる。こういう形の中では、もしかし

たら４百万、５百万を町が出したらそのまま営業ができたんじゃないだろうか。こういう表現

だって、私はなるんではないかと思うんですよ。バックはしません。前に行きますが、この辺

の捉え方どのように考えているのですか。今年度予算は、１０月まで組んでいます。今、６月

に内容の方向性をというのがありました。この具体的にこれ、町長が答弁された方がいいよう

な気がするんですけど、どうなんですかね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 考え方、検討の方向性等々については、担当課長であります私のほうから答えさしていただ

きたいと思います。 

今回の委託料の予算計上。あるいはまた管理に係る需用費等の予算計上。これにつきまして

は、あそこのロケーションの重要さを鑑みて継続的に閉鎖することなく、観光客なりに町民の

利用に供していきたいという考えでございますのでこの委託期間内に閉鎖休館するということ

は考えておりません。そのようにご理解願いたいと考えております。 

レストハウスの名称の話も出ましたが、これにつきましては基本的に清里町レストハウス設

置条例に基づく清里町レストハウスという名称がまだ残っておりますんで、今の条例に基づい

た名称を清里町は省略しておりますが、清里町レストハウスという施設の名称を使わせていた

だいているというところでございます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 確かに、レストハウスの条例はあります。条例の目的になんて書かれています。その内容と
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名称が違うとすれば、私はちょっといかがなものかなというふうにも思います。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 条例の趣旨につきましては、清里町の振興に資するというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 こまい話はいいですけど、私は再構築することもいいですが、清里町全体の公の施設がどう

いう形で今後運営していかなければがないのか。当初の目的が終わった。でも、このレストハ

ウス問題というのは、今始まった問題ではないんです。３年前からいろんな状態の中にあった

わけです。そうだとすればいろんな方法の中でそうならないような対策や方法だってあって然

るべきです。これどんな形でも清里町の中心である焼酎工場とこの景観、そして交流人口を考

えて、施設を活用していくんだとすれば、その前提には、これから清里町にあるすべての施設

運営なり何なりというものをどういうふうに捉えていくのか。これ非常に大きな問題になって

くる。確かにある意味では半分道の駅のようないろんなことが考えられます。考えられますが、

そこでそのようなことをすれば、その業務で利益を維持してきた例えば道の駅だとかがまた大

変な状態になってくる可能性が十分出てくるわけです。レストハウスだけの問題でなく、これ

から進めるにあたって、清里の公共施設が必要とする環境条件をトータル的にどういうふうに

していくのか。その方向性をまずもって、ここは必要だからという話だけで済んでいく話では

私は無いと思います。焼酎工場の横にあるから焼酎を売ればいいって話ではない。今日の一般

質問でないですけど、清里町全域が焼酎工場直売所でないとだめなんですよ。いろんな意味で

すばらしい案を６月までに練ってください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 加藤議員のご指摘のとおり、レストハウスだけの問題なくて前段清里町が持つ公共施設、す

べての公共施設のあり方について経年経過で老朽化した施設もございますので、そういった部

分、総体的な公共施設のあり方について検討することは、非常に大事なことと考えております

のでそう言ったことも踏まえてレストハウスの事についても検討して参りたいと考えておりま

す。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 
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○５番（畠山英樹君） 

 同じなんです。やっぱりこれ、議員みんな同じだと思っています。委員会の去年であります

けれども１次の再募集のときに閉めちゃうんだよという話の委員会の中では、当然管理するだ

けでも開けないかという提案で、議員提案で去年は開いたというふうに思っています。それか

ら時間は経ってます。で今日最近聞いてみますと、６月までに目途を立てるんだと。この６月

という意味合いがわからない。要するに決められるのなら早くても良いだろうし、そして決ま

らないものならよく時間をかけてもいいだろう。６月を基本に物事を考えるというここらの考

え方、答えをここで出せるというその発想の確認をしておきたいと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 議員御指摘のとおり、検討の目途を６月というふうにお答えでしたところであります。そこ 

で協議調整がつかない場合は、後ろの方に延びるという可能性もございますが、一応役場内部 

の検討期間なり、先ほど申し上げた関係機関の検討、あるいはまた所管委員会との協議等々踏 

まえていけば６月を目途にということで御回答申し上げたところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 出来るものについては、急いで欲しいというのは当然そうでありますけれども、それでも、 

今まで何回かやられたというふうに、当然お話をされているのかなと。その経過を今日ここで 

発表できるなら、お知らせしていただきたいというふうに思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

雑駁な経過のお話になろうかなと思っております。今までも幾度か所管委員会の中でも申

し上げたように、あそこのロケーションを踏まえた形での施設のあり方。これについて協議

をしているところであります。また、あそこの施設を全くゼロ廃止にするというものではな

く、一定の目的に沿った形での施設は必要だという観点からその内容機能について、検討協

議をしてるというのが現状でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 
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○５番（畠山英樹君） 

  あんまり、がたがたごたごたと言わないんですが、本当にそれでまとまるんでしょうか。

大分時間があって今まで煮詰めてきたというふうには私は理解して、まだまだ進んでるのか

なと。その選択肢を今これから悩んでおられるから最終位まで来て、６月で最終決められる

のかなというふうに思っているわけでありますが、大変期待をするしかない。何とか早めに

答えを出していただきたいことだけつけ加えて終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ご案内のとおり非常に難しい議論が進んでいる状況でもございますけれども、議員御指摘の 

とおり早急な結論なり対応ができるように、検討を進めてまいりたいというふうに考えており 

ますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 私も畠山委員と同じように、大まかな部分について目玉はどういうふうに考えているのか、

聞きたいと思うんですが、どうもそれ以上出てこないようなんですが、予算審議なんで、予算

の内容について、ちょっとお伺いをいたします。需用費の予定数値の中に２１８万円が掲げら

れているわけですが消耗品、燃料費、光熱費、修繕費とこういう風にあるのですが、それぞれ

の項目の見積もり予算といいますか、立てた予算の数字を提示していただきたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

事業費の積算の内訳かなというに思っておりますので、お答え申し上げたいと思います。消

耗品につきましては、トイレットペーパー、洗剤、トイレ洗剤、ごみ袋等々を含めまして、２

０万円の予算を計上して、考えております。燃料費につきましては、灯油代を全体で２８６０

リッターほど考えておりますので、２９万８千円。電気料につきましては、１３２万円これは

電気料が、１２０万円。水道料が１２万円という積算でございます。小破修繕料で３０万円と

いうことで需用費の積算をしております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 この電気料の関係なんですが、トイレとロビーだけ極端なことを言いますと、あそこの設備

そのものに全部の固定経費の中の電気代という捉え方をしているのか。現状として活用がロビ

ーとトイレだけであるということだけで、あるとすれば契約の仕方、アンペア数の変え方、あ

るいはその辺の手続をされての数字なのかどうなのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 当然あの高圧の契約でございまして、あそこのトイレとロビーだけの契約ということではな

く全体の施設全体での契約でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

  そうであるとするならばですねえ、今回使用内容がそういう事であれば、アンペア数の変更

あるいは目的の変更ってことで、契約は基本的にはやりかえすることができるというふうに思

うわけですが、その辺の捉え方とどういうふうに、これはできないという解釈のもとにこうい

う予算設定になっているんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 議員御指摘のとおり契約の変更についてはやっております。過年度の契約とは若干違う形で

の契約変更でございまして、減額はされているという状況があります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 これから夏に入りますんで、エアコン等の関係もあるかと思うんですが、場所の設置の仕方

内容については、もう少し精査した環境というものが私はできるような感じがするんですが、

この辺について予算ですからいいですけども、その契約内容についてはもう一度再検討する必

要があるような気がするんですが、よろしくお願いをいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

相手先であります北海道電力との協議もすでに行っておりますが、さらに考えていきたいと

思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他ありませんか。なければ次に移ります。 

 ４目広報費から５目自治振興費まで一括質疑を行います。３１ページから３２ページ。 

（「なし」との声あり） 

無ければ次に移ります。 

６目交通安全対策、３２ページから３３ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

７目防災対策費、３３ページから３４ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

８目町有林管理費３４ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

町有林管理費のですね。１５節工事請負費の中で、町有林伐採事業費っていうのが、おおよ

そ１,６００万つけられておるんですが、伐採事業に関連しますが、本年度補正で町民プールの

実施ということになるんですが、町内材の利用ということで、説明もありましたけども、審議

資料の中で地域材という表現を使っているんですが、これ町内材というふうな理解でいいのか。

その辺確認したいと思うんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

産業課長。町有林伐採事業費の１,６９０万９千円の内訳につきましては、皆伐工事費にか 

かる部分が、１,１９０万９千円。諸間伐工事費にかかる分が５００万円でございます。 

ただいま御質問ございました地域材の関係です。地域材につきましては、青葉町有林の皆伐

事業で皆伐した材木を集成材等にして、プールに活用したいという考え方でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

 それではちょっと伺いしたいんですが、今年建設の事業に対して町有林伐採ですよ。木って

いうのは、いま入札して切り出しして、乾燥製品化そして工事と。こういうふうな流れの中で

なっているんですよ。プールに関してですが、今年それに間に合うのかどうか。木というのは、

私そんなに簡単なものではないと思いますが、その辺ちょっとお伺いしたいな。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 建設課の方とまた教育委員会のプールの建設のスケジュール等を踏まえて、十分検討した結

果、町有林の皆伐事業の発注を早めることによって、今後検討されるであろうプールの建設工

事までには乾燥等の期間が十分にとれて、間に合うという結論のもとに地元材として皆伐材を

使用してまいりたいという考え方で今進め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） 

このプール建設のスケジュールから見るとですね本体工事がですね。８月から３月というふ 

うになっている。それでまだ今、雪がありますけども、実際伐採するということになったら、

雪が解けてからということなるんですが、本当に２カ月３カ月の間に、そういったことで本当

に間に合うのかどうか。６億２千万をかけてつくる事業ですから。その辺ですね、乾燥がしっ

かりとした製品のもとでですね、町有林を利用していいものを造っていただきたい。こういう

ふうに私は考えております。その辺本当に間に合いますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 産業課長。町有林の皆伐事業の工程といたしましては、４月に入札しまして、６月までに伐

採そして７月に売り払い。その後に乾燥等の成形を行って、１０月以降には使用できるという

ような見込みで進めております。プールの建設につきましては、今後スケジュールがしっかり

示されると思いますが、私どもの内部協議の中では、最初土台工事から始まるので、木材を使

用する時期は、１０月以降になるであろうということから時期的には十分間に合うという考え

方で今進めているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 
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○８番（田中誠君） 

今の伐採事業。これについてお伺いをしたいわけですけれども、間伐と伐採とで１千６００

万円、立木売払収入が１,７００万ということかと思うんですけども、昨年の事業の中では、こ

ういう計画があったかとは思うんですけど、直接作業代でなくても立方数とか面積でこうやっ

たのか。そういう形での売買だったかと思うんですけども、もう今年もこれ私、単純に考える

ところには、やはり昨年の方法でのやり方がいいのかなとそのような感じもするわけです。ま

あ今回これ見ると、大体売ってきてちょんぐらいの事業内容。ではなぜこういう方法を選んだ

のかお伺いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 本年度の町有林伐採に係る事業費は、皆伐と間伐で合わせて１,６９０万９千円であり、これ

の収入につきましては、ただいま委員から申しのとおり、１,７８３万９千円でございます。昨

年は１年目の実施した皆伐事業を実施した時は、一山なんぼで売払いをしてございますが、今

年度はプールに地元材を使うということから、一山何ぼですると、集成材等にするプールに使

う必要とする材料をつくる業者に卸すことができない場合があります。したがって、本年度は

切るものは切る。売るものは売るということで切った材をプールの集成材等に使える加工でき

る業者に納入するために、本年度に限りこのような形をさせていただいております。繰り返し

ますが、売り払い収入については、１,７８３万９千円。切るためにかかる経費については１,

６９０万９千円ということでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

当初、その地元の木材もあるという形で進んで来た訳なんで、これ私の考えでは、清里の落

葉でカラマツであろうが、隣町のカラマツであろうが、カラマツの集成材はたいしたさほど変

わりはないと思うんですよね。それはまあ考えというか気持ちの考え方で、カラマツを使うっ

ていうのが大事かと思うわけでありますけども、そういうことで進んでいくということであれ

ば、まあそれもやぶさかでないのかなとそんなふうにも感じるんですけども、次年度において

はどういう考えを持っておられるかお聞きしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

本年度につきましては、プールに大幅に地元材を使うということで、このような形の売り払

いをいたしますが、来年度以降地域材として使う公共施設に使う目的が出てこなければ、昨年
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のような立木毎木調査を実施した上での立木本数や材積を確認した上で一山何ぼ、昨年のよう

な方式で販売をしてまいりたい、このように考えているところございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

御参考までに今の質問の中にありました、町内産のカラマツの集成材を使ってやっていくと

いうことなんですがそれによる評価と言いますか、今回プールに使うことによる町内木を、町

内産を使うことによって単価的見積もりというのは、どの程度だというふうに予定されている

のか。結果的にその分の材料を使うということであれば、その分に対する材料費の購入はしな

くていいんだというふうに思うんですが、その差というのは、参考までにどういう数字の予算

組みがされているのかだけお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 材の使用本数等につきましては、建設課の方で積算してございますので、私の方では十分把

握してないところでございますが、単純に地元材を使うことによって、価格が大幅に下がると

いうようなことはなく、同じぐらいの価格はかかって、逆にプラスアルファなるのかもしれな

いですけども、６０年も前に町民が植えた地元材でもつて、地元の公共施設に活用できるとい

うことで進めてまいりたいと、このように思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今聞くついでに、ちょっとここはお聞きしたわけですけど、まあ今これ、間伐と伐採とで１

０ヘクタールぐらいの面積な訳ですが、今回プールにこう使用される量というか建設課の方が

詳しいかと思うんですけども、十町歩ものカラマツを使うということにはならないと思うんで

すけどもそこらへん半分ぐらいで終わるのか、３分の１ぐらいで終わるのか。本当に昨年から

見ると１,６００万ね。これぐらい余分にかかってるということですね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 支出の伐採事業費の１,６９０万９千円というのは、皆伐と除間伐に係る経費でございます。

ただいま御質問ございましたプールに何ヘクタールぐらいの材木が必要かということでござい
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ますが、プールに使う材が、太さとか長さ、高さとかいろいろございますので、そういう適切

な材が密集している面積のとこだけであれば、少ない面積で済むと思うんですが、散在してい

るというところもございますので、単に切る中の何ヘクタールがあれば、間に合うかというこ

とについては、なかなか難しいところがあります。ただ、製材の材で、１５０平方メートル位

の程度の製材が必要ではないかというお話でございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

先ほど産業課長が町有林の伐採のことは、４月に入札をするということの説明だったんです

けども、私たち先の２月の委員会において、生涯教育のほうから建設事業のスケジュールをい

ただいてるんですが、例えば１つの課だけで全て出来るというものでなくて、こうやってまた

がってくる課もあると思うんですよね。そういった中でこのスケジュールを産業課長も見てる

と思うんですが、しっかりとした横の連携をとりながらやっているのかどうか、または微妙に

ずれが生じているのかどうか、その辺どうですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 今回の事業を進めるに当たりましては、当然私も入ってますし、建設課長並びに教育委員会

の岸本課長も含めまして、スケジュール等について充分協議をいたしておりますし、また町有

林から出る材木が、プールの製材として十分活用できるのかどうか、技術的な部分等も逐次協

議をさせていただきながら、進めているところでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 １５節工事請負費における町有林新植事業ついてお尋ねしたいと。その中で今回以前、町営

牧場青葉牧場のところに、新植事業を手掛けるという形で提案されていますけども、今回は５

ヘクタールですか。新植面積なんですけども、そこに広葉樹という選定に至った経過をお聞か

せ願えて、今後どのような形で町営牧場、閉牧ですけども新植を進めるのかどうかあわせて説

明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 
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○産業課長（斉藤敏美君） 

 今年度の町有林の新植事業につきましては、青葉町有林の１８林班１７小班、これは昨年度、

皆伐をしたところのところ８ヘクタールに大松雑種Ｆ１を１万２千本植えることと、ただいま

前中委員さんの言われました旧青葉牧場跡地に５ヘクタールにアオダモ１万本を植える経費苗

木代と合わせて、１３ヘクタールの新植にかかる経費合わせて１,１１１万７千円でございます。

青葉牧場の新植関係でございますが、昨年２ヘクタールちょっと西側斜面の方に植えてござい

ます。今年度５ヘクタール新植いたしますので、合わせて７ヘクタールちょっとになります。

広葉樹を選定した理由につきましては、青葉町有林との違いをつくっていくために、向こうは

ほとんどカラマツまたはトドマツを植えていきますので、違いをつくるために広葉樹のアオダ

モを植える事で樹種を決定してございます。西斜面の方につきましては、ほぼ新植する場所が

全部埋まりますので、今後は東側斜面の方についても新植についての計画を今後進めて参りた

い、このように考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。  

 

○１番（前中康男君） 

関連する樹種選定という部分で、広葉樹アオダモは、市場性の高い樹種かなと思うんですけ

ども、やはりその分補植等々もやはりあるというのも実態かなと思っております。その中でか

なり生存っていうかな立木として、将来的に樹種が成長していくのであれば、それも良しとし

ますけども、枯れる危険性は、やはりほかの樹種に比べれば高いのかなと思う。景観上の兼ね

合いだとか針葉樹と広葉樹のバランス。そういうことで検討されたのか。ちょっともう一度そ

の辺説明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 今回の青葉町有林と旧青葉牧場はどちらも道道中標津につながるところから見える景観にな

りますので現在は西側斜面ですが、東側斜面に植えていきますと見える斜面になりますので、

オホーツク北海道の東部森林室の技術者の方にも、いろいろと御指導賜りながらお話を伺った

上で、広葉樹のアオダモなどでも十分育つということで、今回広葉樹の新植を決めているとこ

ろでございます。十分いろんな方々のご指導をいただきながら、進めてございますので、きち

んと生育するというふうに思っ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） 

 よろしいですか。次に移ります。 

９目支所及び出張所費から１０目緑センター費まで一括質疑いたします。 

３４ページから３５ページ。 

（「なし」との声あり） 
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質問がなければ次に移ります。 

１１目顕彰費から１２目報酬等審議会費まで一括質疑いたします。 

３６ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

１３目 職員福利厚生費。３６ページから３７ページ。 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

あの福祉厚生費の中で、この職員研修事業費の増加は、焼酎事業の職員の研修ということな

んですか。それとも全体職員の研修なのか、この辺について。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 職員研修の関係につきましては、過去一般管理費と職員厚生費で見ていた部分ございますの

で一般管理費の部分を職員厚生費に合体させたというのが理由でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 なければ次に移ります。 

１４目総合庁舎管理費３７ページから３８ページありませんか。 

（「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３８ページから４０ページ。 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今回システム管理費ということで、いろんな部分で自治体の情報のシステムの変更、戸籍事

務だとか等々あるんですけど。大きな話で大変恐縮なんですけども最近、ちょっといろんな部

分でその行財政のスリム化、要するにコストカットの部分で情報をクラウド化する、要するに

自治体クラウドっていう動きがかなり進んできているんですけども、一概に総合的な事務運営

のコスト化ともう１つ防災的観点からそのいろんな情報津波だとか災害に遭ったときにバック

アップに外部に情報をためておく、そういう自治体クラウドっていう動きがあると思うんです。  

当町において合併論議のときに、いろんな行財政の中でコストカットという部分で当町の場

合は、単独で行く。しかし、今の昨今、いろんな自治体の中では、広域連携の中でいろんな行

政システムを共有化していろんな事務的なものをコストカットする。そういう共通の情報処理

という形がかなり出てきているのかなと。北海道においても、留萌管内のある地域ではそうい
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う形で段階を踏んで、今進んでいるっていう報告を受けていますけども、それによって全体の

総務費のその情報管理、例えば当町であればざっと計算すると、僕はちょっとはっきりした数

字はわかりませんけども２億から３億あるいはこれからシステムの変更になったときに、また

システムの補修、管理、あるいはいろんなハードの部分の変更また同じように行財政の中で、

システム上のコストが上がっていくと思うんですけども、そういう考えも、もうそろそろ執行

者の方で考える時代がきてるんではないかと思うんですけども。ちょっと広くなった部分で副

町長あたりに答弁願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 基本的に技術的な問題かなと思っております。自治体のシステムのクラウド化の話しかとい

うふうに思っています。クラウド化の話しになりますと、技術的な問題ですので、私の方でお

答えさせていただきたい。クラウド化につきましては、私ども一部、ホームページのシステム

から財務会計システムから図書のシステム、これについてはクラウド化をしております。で今

後、戸籍電算化事務が今作業しておりますので、これもクラウドを活用したものになっていく

かと議員御指摘のとおりクラウド化すればコストも大分落ちていくというのは、わかっている

状況であります。 

また、総務省も自治体のシステムについては、クラウド化を推進しているとこでありますの

で、今後、行政のシステムに関してもクラウド化の方向に行くのかなと考えています。ただ今、

長期継続契約で契約している部分がございますので、このまま若干は進んで行くのかいうふう

に思っていますので、ご理解願いたいと思います。ただ議員が御指摘ありました。行政情報シ

ステムの部分で二億三億とおっしゃっていましたでしょうか。４,５００万でございますので、

ご理解願いたいというふうに思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 行財政の２千万というのもあるんですけども、やはり図書業務だとか僕が言ったのは、その

戸籍だとか、トータルの部分を足し算していけば、それだけの保守点検あるいはシステムの変

更料だとか今後同じように、その契約期間がありますけども、満了時にはまた同じようにそれ

なりの財政支出等があるのかな。そういった意味でここがなんといいますか、やはり広域の行

政の中でなかなか大変難しいのかもしれませんけども、共通のフォーム、共通様式で行政連携

をとりながら、そういうシステムで分担をする。消防で言えばデジタル化のような形で広域町

村ごとの分担が、もし図られるんであれば、またより一層コストカットにつながるんではない

か。その中で浮いた財源を住民サービスに振り向けるだとかそういう手法も、今後やはり考え

ていただきたいと思うんで前向きに検討できればなということでお願いします。 
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○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 クラウドの関係でございますけれども、時代的な背景もありますし、逆に我が町は、災害が

少なくて、うちがクラウドになれば良いぐらいの地域でございますし、新聞にもありました今

後、時代背景もありますしクラウド化になってくると思いますので、今後検討し進めていきた

いと考えています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、ありませんか。なければ次に移ります。 

１６目管内町村公平委員会費４０ページから４１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移る前に説明員交代となります。 

ここで３時１５分まで休憩といたします。 

                             休憩  午前 ３時 ８分 

                             再開  午後 ３時１５分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、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を行

います。４１ページから４２ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 企画振興費１９節負担金及び交付金４２ページです。再生可能エネルギー事業費６千万円。

これ太陽光発電システム設置工事請負費なんですけども導入仕様書によりますと、この２０年

間の試算で３施設（本庁舎、保健センター、緑支所）とあるんですが１,１５７万３千円の黒字

の資料なんです。ここにですね。コスト計算根拠、それから売電単価３７．８円しか示されて

おりませんけどもまずですね。売電単価が３７円８０銭これ、２０年間据え置きの根拠をお伺

いしたいんですよ。見直しというのは、引き下げの見直し。これは、ある程度年数が経てばで

すね、必ずこれになってくると思うんですが。なぜこれ２０年間こういった据え置きなのか。

その辺をまずお伺いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 売電単価の件でございますが、議員お手持ちの資料の作成時点での売電単価でございます。

従いまして、私どもが今後長期にわたっての売電単価の予測、予想がですね。なかなかできな

いところでございますので、その時点での売電単価というふうにご理解願いたいということ思

っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 それではちょっと違う質問しますけども、この導入仕様書を読みますとですね。管理それか

ら修繕経費この辺が無いんですけどもこの辺はどういうふうに考えておりますか。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 お手持ちの資料につきましては、まず今年度のかかる費用等についてはパワーコンディショ

ナーの修繕ですとか、あるいはまた保守点検等々についての積算が入っていない委員会の資料

かなと思います。これに例えばパワーコンディショナーの耐用年数が１０年、一般的に言われ

ている１０年ですとか、これまた保守点検の部分ですとかというのが入ってくるとふうに考え

ておりますので、とりあえずその議員が持っている委員会資料については、その辺の部分は省

いているというのをご理解願いたいということで思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

省いてと言われてもですね、造ると経費はかかるんですよ。それと売電単価も今現在の単価

であるという説明だったんですけども、これは今現在の単価で２０年間続くとは、到底考えら

れることではないですし、また管理修繕費も当然かかってくる。これはどんな事業でも皆さん

わかると思うんですよ。これ保証期間が確かに２年しかないはずですよね。そういった場合メ

ンテナンスの部分だとかそういったものは、経費を入れると、この黒字２０年間で１,４５７万

の黒字が、必ずしもこうはならないと私はそういうふうに考えるんですけども。まあその辺課

長いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 売電単価の考え方でございますが、今委員お持ちの単価が３７円いくらかというのは、昨年

度の段階でございまして、今年度過日の新聞報道によりますと３４．５円いう売電単価に変わ

って行く可能性があるということがござますんで、それで３円近く変わっていくということで
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ございます。今委員が持っているお手持ちの資料の最終年度の価格はですね。その数字になる

かというと、そうではなくてかなり落ちていくというのが現状でございます。 

ご理解願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 うちの議員さんの中にもたくさん太陽光をつけている方もいらっしゃると聞いておりますけ

ども、例えば２０年間つけてると必ず製品の経年劣化がありまして、発電量が低下するんです

よ。その辺の低下を見込んでいるのかどうかまずはそこをお聞きしたいんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 導入当初の計算なり単価で計算しておりまして、委員御指摘の経年劣化により発電量の低下

等々については、その数字は入れておりませんので、ご理解願い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） 

これはエコの問題とか森林再生ですとかいろんな問題から絡んでくるんですが、目的はね売

電目的なんですよ。全量売電って書いてあるんですよね。でそういった中で、３施設ですけど

も２０年間でおよそ１００万円の黒字というふうになっているんですけども、いろんなことを

考えるとこれも黒字にはならないだろうとそう思うんですけども。これは一体何のためにやる

のかなって、自分なりに考えてたりするんですが、そこは行政的にはこういった形でやるとい

うことでそれは私も了解いたしますが、こういう導入しようとかすべて計算する上で２０年間、

そのままの金額で入れるとか、そのままの発電量で見ていくとかというのは、いかなるものか

なと普通に考えたらそうじゃないんじゃないのと私は思うんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 当初導入のうちのコスト等の計算のあり方という点でございますが、議員おっしゃるように

想定されるリスクをどう表現していくのかというのは、なかなか難しいところもございますが、

リスクが計算できるような形での件についても今後を検討してまいりたいと思いますので、ご

理解願いたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今年度はですね、この３施設ということなんですが、今後１６施設でしたか。全部で１５施

設でしたか。その中で、今後もこういった展開を行うのであれば、こういう導入仕様書でなく

きちっとした何年間も先を見て、こういうふうになるとなかなか難しいですけども、そういう

ところも考慮した導入仕様書をつくっていただきたいと。そうでないと私、納得できないです

よ、これ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今後どれほど正確なものができるのかと言うと、なかなか私ども難しい部分がございますの

で、業者なり関係機関ともですね、協議しながら行ってまいりたいというに思っております。

パワーコンディショナーがいつダウンするのか。パネルはいつ破損するのかの部分もなかなか

想定しがたい部分がございますけれども、御指摘のとおり、今のなるべく正確な考え方で取り

組んでまいりたいなというふうに考えておりますので、御理解願いたいというふうに思ってお

ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ちょっと関連するわけじゃないんですけども、実質運用を開始して、そして売電収入が得ら

れる。その会計処理が発生するわけですけども、歳入の部分で財産収入の形で受けていくのか。

あるいはどういう形で、例えばソーラーの売電収入と形でありますからそれに限った財政出動

というかそういう形で支出するのか。その辺の考えをお聞かせ願えればと思うんですけど。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

基本的には得た果実については、子育て支援になり、教育振興に活用していくという当初の

方針どおり参りたいと考えておりますが、その辺分については入った額が明確にわかるような

形で基金に積み立てる等々の方式をとって参りたいと考えております。 
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○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 基金等々に積み立てるという趣旨の説明があったんですが、特別に例えばこのソーラー事業

基金とかを制定するのでしょうかね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今考えておるのは、既存の基金ございます。例えば、ふるさと基金という様な形で使ってい

けるような、そんなの基金もございますのでその辺、今後の検討課題になると思いますが、基

本的には基金に積み立て、それを支消していくというふうな形で考えて参りたいと思います。

今のところそういった考えでございますので、御理解願いたい思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 関連ですが、今基金を積んでいくと表現がありましたが、これ再生可能エネルギーをやって

いくという段階で何回か修正をされて、今日いよいよ導入という段階に入ったわけです。最初

は売電を目的。次に売電単価が非常に下がってきて、コストの面、いろんなことを考えて防災

を主眼に置こうと。そして今回、その公共施設につけるわけですが、基本的には売電でいくと

いうこと。そしてその売電で得た利益は、そのまま基金に積むという話なんです。ところが池

下君の意見にもありましたが、結果としてかけた経費、あるいは防災を基本とするならば、む

しろそういうものの帳尻を合わせてからの話しでないだろうかというふうに思うわけです。 

それと同時に、本当に年次ごとに計画されているわけですが、その主眼をどこに本当に置く

のか。きちっとここの整理が非常に必要になってきているような気がするんですよ。それは再

生エネルギーを導入するということの前提に議会も賛成し、今日まで来ました。でも環境と条

件がいろいろ変わってきた中で防災という方向に一部方向転換したんです。そして、今回も売

ることは売るけれども、災害時にはきちっと使うことができる環境に整備をしていく。 

それで、町長が言われているとおりやっぱり投資効果、あるいは経済性の問題も無視はでき

ない。そういった時に再生エネルギーとして、売電を本来目的とするんであれば、メガは無理

ですけども、４０～５０キロ未満、４９キロの施設を効率よく築いていくほうが結果として基

金に積むなり、後に積む方法って言うのは、大きいわけですよ。施設がたくさんあればあるほ

どこの問題っていうのは、いろんな問題点が出てきますし、メンテナンスするにも経費の増大

がかかってくるというふうに思うわけです。ですから、今回のこの３施設の提案の中でも、委

員会の中で言いました。最低限でもコストに見合う様な発電量の施設にすべきではないですか

ということを私は言ったわけですが、そういう形の中で今年度こういう形でやる。着工するま
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での間にいろいろとやっぱりもう一度精査をしていく。そして３年間、５年間でしたか。計画

にあります、これの施設の運用の仕方。この辺についてどういうふうにしていくのか。十分に

論議をすべきだというふうに思うわけです。そのつくった収入だけを別個に基金で積むって言

ったらなんか非常に微妙な部分で、私は経費の部分はどこいっちゃうんだと。一般財源で、そ

れは政策予算でも何でもない。もう少し収支をして、プラスになった部分を基金に積むんだっ

たら良いですよ。そうではないとするならば、何とはなしにそれは意味合いの通じないものに

なっていくんではないか。ソーラーシステムを再生エネルギーでソーラーをやることはいいで

す。ですけども、それは可能な限り最大の効果を生むためにもう一度全般的な内容を考えてい

くべきだというふうに思います。 

それと同時に、現在立てて設置されていますソーラーについても停電時に、電源として使え

るようになっているのか。あるいはそういう施設をしていった時にどういう形で防災の中で、

最低限の活用ができるのか。当然のように夜間は不可能だとすれば、発電機の問題というのは

当然出てくる。そういう環境を踏まえながら、十分にその町民の皆さんにも理解してもらえる。 

そして地域の中あるいは管内または行政として、そういうものに最先端に進んでいるという

表現。先ほどの副町長じゃないですけども、この非常に災害の少ないこの地域だという。その

地域自治体がですね。この再生エネルギーと防災に真剣に取り組んでいくということに効果の

あるような方法での進め方をぜひもう一度検討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（柏木繁延君） 

基本的に申されたとおりですね、この今回の導入に関してはですね。再生可能エネルギーの

啓蒙的な観点。それから防災への対応の観点。また、それで得た果実の運用。この３点にかか

わって、事業の執行を行うということで、今まで進んできたところであります。ただ、しかし

ながら施設によっては、その十分な果実を得られるような面積なり設置容量なりできない部分

がございますので、その辺は今後検討の中で、設置あるいは非設置というような形での方向性

がですね。出てくる可能性もございますので、ご理解願いたいと考えます。 

基本的には議員おっしゃったように４９ＫＷｈの施設が、採算の観点からいけば、採算に見

合った形の施設になるのかなと思っておりますが、しかしながら、先ほど申したように、町民

への啓蒙的な観点からの考え方もございますので、御理解願いたいと思っています。 

また、災害時に最低限の必要な電源の確保がいますが、これにつきましては、発電をしてい

る状況の日中においてはですね、停電した既存の電気が停電した場合に、そこから情報収集機

能の部分がその使えるような形でのパネルからの直接、なんて言うんですか。電気を引っ張っ

てこのような形での対応を行うということで考えておりますので、ご理解願いたいと考えてお

ります。 

また既存の設置しているパネルにつきましては、そういった機能はございませんので、ご理

解願いたいと考えております。以上でございます。 
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○９番（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 申し訳ないけど、また同じような言い方。今年のこれメインだろうと思ってございます。確

認をしておきたいんですが、委員会の中では１４だか１５箇所出されていました。これ５年計

画を立てながら進めると言う話までなっていますが、北電の関係があるんで、その希望はあく

までもでありますが来年、再来年度以降については、１年１年確認するという方向で理解して

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） 

 今後の社会的な情勢等々によりましてですね。変わっていくことが可能性はございますが、

当初の１４カ所の施設がその年次プロットについても、それがコンプリートだということはな

いということですね。社会情勢なり何なりによってですね。変わっていく可能性もあるという

ことをご理解願いたいふうに思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 その言葉を聞いて、大変安心をしたわけでありますが、当然、また来年度については、１か

ら説明をしていただければというふうに思うわけでありますし、１４カ所の中で気になってい

た部分売電というやり方をすると、町の完全な建物管理下ならそれは基金でも積み立てていた

だければ、簡単に済むという話し合いを私は理解するんですが。１カ所清楽園が入っていたよ

うな気がします。町の建物で、町がすべて管理しているんならいいんですが、太陽光持って行

って金は町に払え、ここら辺がちょっと気になる部分で、そこらへんクリアできれば、１４カ

所の中では何とかゼロから発信できるかなというに思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 畠山議員御指摘の清楽園、特別養護老人ホーム清楽園につきましては施設の特殊性等々もご

ざいますんで、今回の計画からは省かせていただいているという状況でございますので、ご理

解願いたいというふうに思っております。 
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○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 どんな話なんだか、もうちょい詳しく。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 清楽園につきましては、売電による収益事業というのが、収益事業に係るという協議の中で

清楽園については、今回省かしていただくと。しかしながら防災の観点からですね。何がしら

の町の支援政策を行っていくということで、今協議をしているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ほかになければ次に移ります。４項庭園のまちづくり事業費一目ふるさとの森づくり事業費。

４２ページから４３ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 神の子池周園路調査設計、昨年あの環境に対しての調査を行って、今回設計をして木道とい

う形になろうかと思うんですけど、それはそれでいいと思うんですけども、最近というか冬期

間神の子池に行く方が多いというか、どれほどかもそれは把握してないんですけれども、そう

いう話を聞いて、駐車場も無く入り口の除雪もするわけに行かないだろうし、あそこまで行っ

て。そういう中で道路の淵に車がぷらっと並ぶ時期もあると。そういうふうに聞いてるわけで

す。そういった中でボランティアなのか除雪機を小型の除雪機を持って、道路の入口２、３台

だと思うんですけどもそのぐらい停められるスペースで、除雪に行ってると。そういう話も聞

くんですけども、周辺の環境を守るということも大切でしょうけれども、あそこ道道なので道

路の淵に舗装でなくても、何台か停めれるような車のスペースの要請だとか道道に。それかま

た、あそこは国有林なので営林署との関係での駐車。たくさんの台数ではなくてもいいと思う

んですけど、そこら辺のこともやはりこう同時にこう考えていければと思う。私なりはそう感

じているところなんですけれど、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） 

ただいま、ご質問のございました、神の子池外周園路調査設計業務について、最初に御説明
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させていただきます。３７０万５千円でございますが、ただ今委員さんからもございましたと

おり、平成２５年度において希少動植物の調査結果調査をした結果、影響は極めて少ないとい

うことから、本年度におきまして外周園路調査設計業務をするものでございます。自然環境の

保全をしながら、観光地としての魅力を最大限に活用するために外周に木道を設置する。調査

設計業務費でございまして、測量業務または地質調査業務。さらにはあの地域は、レクリエー

ション区域にも指定されてございますので、保安林の解除申請等の図面等の作製までを含めた

一式で３７０万５千円ということになってございます。 

次に質問ございました。冬の間に駐車している車が見られ、ボランティアさんと思われる方

が数台の車が停められるように除雪をしているっていう話でございますが、観光協会におきま

してウオーキングなどのイベント等に絡んで関係して、その時期に限り２、３台停まれるスペ

ースを除雪するという話は聞いておりますが、常設しているという話は、私どもの方では確認

してございません。それからテレビ等で冬の神の子池も大変神秘で美しいとのことも出ている

ものですから、ウォーキングなどであの自由に行かれている方が無断で、無断と言うことはな

いですね。駐車禁止になっている訳でないんですけども駐車して行っている実態にはあるとい

うふうに思っております。ただ、冬につきましては除雪については今のところはスペースとし

ての場所も十分確保されておりませんので、町としては考えていないのが実情でございます。 

以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 除雪と言ってもなかなかあそこまでの距離があるので、できれば道道ですので、あそこちょ

っとしたチェーンの脱着所みたいな舗装でなくてもいいと思うんですけども。そういったスペ

ース等、道のほう土現のほうにも要請していくなりね、それが無理であればちょっと入り込ん

で営林署との協議で駐車場のわずかの面積でいいと思うんですけど。今後やっぱりそういう要

請も必要かなとこう思うんです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 道道の管理をしております土木現業所のほうにも今言われたようなことで、一部駐車帯みた

いなものができないだろうかというな話を持ちかけたことはあるんですが、あの場所自体が国

有林の水源保安林になってございまして、区域指定区域からの解除をしなければ、そういう物

が造られないというふうなことから、極めて難しいということを言われているところでござい

ます。神の子池も観光地としての人の出入りが随分ふえてきておりますので、また再度何かの

機会に、土現の方には要望していきたいなとこういうふうに思っております。 
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○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

是非あの何かの機会でなくて、やはり国有林も営林署、そしてまた土現と双方に働きかけを

して協力を願うとそういったことを是非やってもらいたいなと。そのうちでなくて、できるも

んであれば、事故が起きてからでは、ぶつかった方もぶつけられたほうも大変なことになるん

で。そういったこと、ひとつよろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 外に質問がな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。 

４３ページから４５ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ４４ページの１９節負担金交付金のところですね。空き家対策事業業務委託料。これ午前中

前中委員が一般質問したところでありますけれども、この５０万円委託するわけですが、どこ

に委託してるんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 現在想定しているのは、ＮＰＯ法人観光協会にということで、想定しております。 

 

○９番（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 具体的にですね、５０万円の内訳って言うんですか。どういったふうなことで５０万円とい

うことに決まったのか。お伺いしたいと思うのですが。 

 

○２番（池下昇君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 委託の内訳と言うことでございます。これにつきましては、空き家、空き地等を調査する調

査員の人件費。それからそれにかかわる車両を利用した場合の燃料費。それから調査した結果



122 

のホームページへのアップ。これの作成。それからその辺の調査した結果をチラシ等で広報周

知する部分がございますので、これの印刷費それから用紙代等々含めまして、調査人権費につ

いては、１３万円を、燃料費については８万円を、ホームページの作成については１２万９,

６００円を、チラシにつきましては１０万８千円を。それらに係る消耗品類ですね。用紙等々

について、５１,８４０円。トータル４９万９,４００円。５０万円の予算を計上させていただい

ております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 これは、調査員の人件費というのは、１人ですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 基本的に私どもの町の臨時職員の単価であります６,５００円で２０日から稼働したという

ことで想定しております。１３万円ということで想定しております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

４４ページのふるさと会交流事業、町長の執行方針の中でもこの札幌東京会の見直しが謳わ

れているわけですが、どういう形でどういう構想での見直しということなのかお伺いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

町政執行方針に表現させていただきましたのは、ふるさと会の役員の方々を中心に清里町の

宣伝ＰＲ応援団をしていただきます形でのＰＲ応援団の委嘱委任と言いますか。今現在行って

いるのは、ふるさと会の役員の方々に応援団お願いしますという委嘱行為とあるいはまた、応

援団の名刺をお配りしてお願いしているところでありますが、この辺のお願いの内容等々につ

いて今後より清里町のＰＲをやっていただけるような環境づくりをやっていかなければならな

いんではないかということでの見直し検討という表現をさせていただいたところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

それは執行方針に書いてあるとおりなんです。だから、どういうふうなことを想定されてい

るのかということなんですよ。予算的には変わらないわけでしょう。それと執行方針の中では、

清里会と言うのは、札幌と東京だけなのか。もう１カ所か２カ所ぐらいそんな気がするんです

が、ただ活動してるのかしてないのか、あるいは出席しているのかしてないのかっていう部分

があるかと思いますが。これらを１からもう一度見直すということで、この札幌東京会を見直

すのか。清里会とあるもの全部に対する仕方を考えていくのか。この辺を大きく変わっていく

かと思うんですが、同時にこの予算の中にあるふるさと会交流事業。この中にある報償金報償

品３３万５千円、４５万円いうのは、どこの清里会にどういう形で出費をされたものなのか、

あるいはそれ以外にも交流事業に出費されているものなのか。お伺いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 町政執行方針で表現させていただきました。見直しの関係でござますが、これにつきまして

は、ふるさと会を見直すということはございません。ふるさと会はあくまでも任意の団体でご

ざいますので、町がふるさと会の中身の活動について見直す、見直さないということではござ

いません。これにつきましては、ふるさと会の方々に委嘱しておりますふるさと応援団という

ような応援団の名刺を渡して清里町をＰＲしてくださいというだけのお願いだというのでござ

いますので、それをより進化した形で例えば焼酎のＰＲを都内あるいは都市近郊で行う場合に

ふるさと会の応援団の方が参加してのＰＲ、町のＰＲに関してより参加していただける形をと

れないのかというような部分も含めた形での応援の内容について、考えていきたいということ

でございますので、御理解願いたいとふうに思っております。 

また、今ほど議員の御質問にありました報償金の報償品の中身でございますが、報償金つき

ましては、ふるさと会育成の報償金ということで、東京清里会に７万５千円札幌清里会に３万

円北見清里会に３万円ということでトータル１３万５千円の報償金をみているというところで

ございますので、ご理解願いたいというふうに思っております。  

また、ふるさと会の組織につきましては、現在、東京清里会、札幌清里会、北見清里会で、

この３団体が私共の認知している団体でございます。またお聞きするとこによりますと任意で

東京緑会というような緑町出身の方々の会もございますんでそういった会とも今後連携してい

きながら清里町のＰＲに、協力を願う形でのお願いを行ってまいりたいというのが実態でござ

います。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今の報償金の内訳で、全部足して１３万５千円。総額３３万５千円あるわけですし、もう１
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つ報償品の方ですね。この内訳等についてもどのようになっているのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 報償品につきましては、東京、札幌清里会の交流に対して２０万円。それからこれ例えば、

報償品につきましては、向こうで交流会があった中でふるさとからの土産品。例えば、清里産

の野菜ですとか焼酎ですとかあるいは、また地場産の農産物ですとかとこういったもの向こう

に持って行ってお渡しするというような形での報償品が中身でございます。またふるさと応援

団の方々に清里焼酎のＰＲをしてほしいということで、焼酎を贈答して、それを知り合いお仲

間にお渡ししてくれということでの報償品が含まれてるということでございますので、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） 

 もう１つ印刷製本費とある１６万１千円は、何の製本費なんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 印刷製本費につきましては、それぞれあのふるさと応援団の方々の名刺台紙の印刷代、ある

いは総会に持っていく資料の印刷代ということでご理解願いたいというふうに思っております。

総会には清里の出来事ですとか、いろいろなものをですね。ダイジェスト版で印刷した形で持

ってまいりますんで、その辺の印刷代ということでご理解願いたいというふうに思っておりま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 それは先ほど言われました。北見、札幌、東京全部にそういう関係をされているってことで

すか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 基本的には、札幌東京ということでご理解願いたいと思っております。で北見につきまして

は、近間でございますので清里の近況についてはよく御存じだということでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今の課長の答弁を聞いていますと清里の近況をお知らせする誰のための。変な言い方でない

ですよ。町の予算を使って、あなたの故郷はこうなっていますというこういう使い方に使われ

ているというのは、自主的団体なんですよ。やったらだめだではなくて、やり方と内容の改善

を。なぜ今回言うかというと、執行方針の中にも見直しという点は謳ってますから。そういう

中では、清里の環境を十分にプラスアルファできるような予算の使い方。今言われました総会

の資料を町の予算でそのふるさと会、札幌ふるさと会あるいは東京ふるさと会の資料をつくる

というのは、私は疑問符を抱くわけです。そうじゃなくてこういうふるさと会なんかに例えば

清里のじゃがいも焼酎だとか、あるいは長芋だとか玉ねぎだとかいろんなものが格安でありま

すよと。今回は安く提供しますよと。次から広めてくださいよというふうに使うんならいいで

すよ。使い道の内容における総会の資料やそういう環境は、今回見直しと言われてますから、

ぜひそういう１からの見直し、そして変な話応援してくれる人はいいですが、清里の町のため

になるようなそういう予算執行のあり方あるいは関わり合い。毎回町長以下、何人かがそれぞ

れ行っているようですけども東京だけじゃなくて日本中、いろんなところに清里の人がいると

思うんです。会ができてないから、その把握は大変かもしません。でもこの機会に、そういう

いろんなある意味変わった角度から、清里の応援団になってもらえるような、そういう使い道

の検討をぜひ考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（柏木繁延君） 

かける経費はすべて清里町のためということで、考えておりますのでご理解願いたいという

ふうに思っております。またより効果的な関係性を保つべきだという御指摘も当然そうなのか

なというふうに思っておりますので、まあ今後より清里町のことＰＲあるいは理解いただける

ような形での交流を続けていきたいというふうに考えております。 

また、ご指摘のとおり、札幌や東京だけではなくてですね、外にもいっぱい本州方面に行か

れている清里出身の方がおられるということでございますし、そのとおりでございますので、

そういった方々にどういう風にコンタクトをとっていくのかという部分も含めてですね。検討

して参りたいと考えますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 そういう中で行くのが駄目だっていうことは言いませんが、前から何回も言っているその交

流会に出席することはいいですよ。でも、来てもらう努力。これも同時に行うそういう仕掛け

もしていくこのことも忘れないでいただきたいと。東京や札幌に出ることばかりじゃないです

よと。やっぱり管内北見からあるいは釧路からいろんな形の中で、すべて同じような形で応援

してもらえるような関係づくり。応援してくれるからといって総会資料の作成が、本当に適正

な出費なのかどうなのか。いろんな意味でもう一度再検討のお願いをしておきたいと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 当然有効な経費の使い方というのに努めてまいりたいというふうに考えておりますし、東京

札幌清里会の方々もですね、常々清里町を訪問したいということで、年に数名程度あるいはま

た、何年かに１回うちの周年記念事業があるというときはですね。ツアーを組んで来ていらっ

しゃっているということも、事実もございますので、まあその辺ご理解願いたいなというふう

に思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 同じような質問になっちゃうんですけど、都市農村交流事業なんですけどね。鶴ヶ島もう結

構な長い年数で交流があると思うんです。今回も執行方針の中に、産業まつりそしてひまわり

会の交流事業の固定化とまあより進化した総合交流というような部分なんですけど、特にその

予算配分の中で何をどんな風に進化するのか解らないですけど、これはという形で色をつけた

ような予算配分も無いみたいなんですけど、どのようなことを想定されているのかなという部

分で、ただ長年やってる形の中でどんな成果が得られているのかなっていう部分も含めて、ち

ょっと教えていただきたいなと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ご案内のとおり現在鶴ヶ島市と交流につきましては、当地の鶴ヶ島市の産業祭りに、わが町

の特産品を携えて向こうで販売ＰＲを行うというのが今のところ唯一の交流かなというに考え

ております。そうした中でまあその反省を踏まえてですね。もっと別な形での鶴ヶ島との交流

はないのか、できないかということで、今向こうの鶴ヶ島市の市長担当の部局に市長のこちら

への訪問を頂きどういった形で今後都市農村交流ができるかといったことの協議を行いたいと

いうようなことで投げかけをしております。また予算が必要ないところでの交流ということで、
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町の広報で鶴ヶ島市の紹介をですね、こちら双方で鶴ヶ島市の広報では、清里町の記事を載せ

ていただいて焼酎しかり農業生産物しかりといった部分での紹介ができないかということで、

今検討しているところであります。そういったことをきっかけに産業まつり以外での交流がで

きないかということで、今検討をしていると状況ございますので、ご理解願いたいというふう

に思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 理解はするんですよ。ただ今の加藤さんの方からも言ったけど、ふるさとの交流もふるさと

会の交流もそうなんですけど、今始まったわけでもなければもう長年こうやってきている中で

急に今なって、さっぱり進展がないから特に方向変えますよということで無いと思うんですよ

ね。やはり今までのことも言っては申しわけない部分ですけど、その進展性がない部分ではね、

まだまだ早くにやっぱりこういうような部分については、いろんな焼酎の販売も含めてもう少

し、手を加えなくちゃならない部分じゃないかなと思うんですけど、まあひとつそのことは反

省に立ってやっぱり取り組んでいただきたいなと。そのように思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ご指摘のとおり、当然経年経って、実績の成果の無い事業につきましては、早めに見直す、

廃止も含めた形の見直しも、今後様々な事業で考えていかなければならないかはと思っていま

すので、ご理解願いたいと思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

同じように都市と農村の交流自由ということで、今総務課長のほうから廃止の方向というこ

とも選択肢という説明があったんですけども、ちょっと違う観点から１つ延べたいと思うんで

すけども、昨今、やはり小中学生の食育事業というのはかなり活発になっておりまして、農協

青年部等々でもかなり食育というのをメインにしての都市と農村の交流。要するに収穫時期に

子供たちを農村に招き入れる。いろんな事業展開は種々考えられると思うんですけども、コン

バインに乗せるだとかそういうのが十勝の方ではテレワーク的な発想で、かなり広がりを見せ

ている話があるんですね。そういった意味でせっかく鶴ヶ島埼玉県なんですけどもその辺の子

供たちベースのつながりが現実問題無いんですよ。組織同士のＪＡとかは何人かの派遣要請で

交流あるんですけどももし、可能性としてはアイディアがあるんであればそういうところもや

はりやっぱり進めていっていただきたいと思うんで、そういう個人的な見解ですけども。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

当然より進化した内容というのは、今議員が御指摘のあったそういった子供たちの交流を含

めた形での本町の農業なりなんなりを御理解していただくよう形というのが理想かなというふ

うに思っておりますので、町だけで出来る問題ではないのでですね、その辺関係機関とも協議

した中でですね、形になるものが形になればなというふうに考えていますんで、ご理解願いた

いと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に質問なければ次に移ります。 

３目豊かな田園づくりの事業費 ４５ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。５目徴税費１目徴税費、４６ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ、次に移ります。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

７項 選挙費１目選挙管理委員会費から２目知事道議道議会委員選挙費まで一括質疑いた

します。４７ページから４８ページ。 

（「なし」との声あり） 

ありませんか。次に移ります。８項統計調査費、１目各種統計調査費、４９ページ。 

次に移ります。９項 監査委員費、１目監査委員費、４９ページから５０ページ。 

（「なし」との声あり） 

ここで、総務費が終わったわけでございますが、総務費で質問漏れがありましたら、お願い

をしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

交流事業のところです。みどりと町の交流づくり、４５ページ。町民海外派遣あるいは町民

海外研修補助とこうありまして、この部分で留学生の関係のそのホームスティーをする方の補

助が入っている思うんですが、この辺についてのその考え方あるいは予算等についてどういう

ふうに今年度はなっているのかお伺いをしたい。 

 

○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） 

 交換留学生清里高校でのですね。派遣または受け入れということでのそれに係る経費の中で

ホームステイ家庭に対するですね、助成を行っておりますけれども、２６年度につきましても

４月から８月までの部分を計上しているところでございます。 

この金額につきまして、従来１月当たり２万円という金額で助成をさせていただいておりま

したけれども昨今、物価の上昇等もあり、またホームステイ家庭にはですね、特に、その受け

入れにあたっての準備等必要はございませんという話はしているわけでございますが、やはり

いろんな食費、あるいは土日であればどこか、近隣を案内されていたりという様な事もありま

して２万円という金額がなかなか厳しいという声も一部の方からいただいているところござい

ます。 

そういったことを勘案いたしまして、２６年度。これにつきましては、１月当たり４万円とい

うことで、ただ受入に当たりましては、それぞれ１週間単位で１カ月ないし、２カ月の間で決

定をしていただくんですけども、その家庭を移られるときは、土日というところがほとんどで

ございますので、１週間単位の中ですね。１週間当たり１万円ということの計算の中で、助成

をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

非常に大切ですし、有効な事業だというふうに思うわけです。特にこれ始まった当初は交換

留学、一般の大人の人は、家庭とかそういう環境の中での方法でのクリアが出来ていたのかな

と最近そういうのが非常に難しくなってきた中で、非常にこういう交流を受け入れてくれる人

をというのが限られてきている環境というのがあるわけで、私はあのプラスにならんでも良い

ですけどもその受け入れとした行為に対して、報えるような少なくともそのマイナスに、まあ

どこを持ってマイナスどこをもってプラスという点が非常に難しいところですけども、やはり

実質係る経費がマイナスになるようなことにないような環境づくり体制づくりをすることが、

これ長く続けるための基本でないかなとこういうふうに思います。２万円から４万円に増額と

いうことであれば、大分改善されるんだろうなというふうに思いますが、日本人よりも、体型

が良く、やっぱり食に関しては草食系では無い。いろんな形の中そのままで良いですよ。って

言ってもなかなか難しい部分があるとすれば最低限マイナスにならないような予算組を、ぜひ

心がけて頂きたい。このことだけつけ加えておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 はい。私は４５ページの高校生海外派遣研修事業費。これ１,０５５万３千円ということで去

年からでしたか、高校１年生を対象に２５名と職員２人ということで予算組をされているんで
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すが、これはあの修学旅行の前に１年生が海外勉強しがてらということで組んだ事業でありま

すけれども、こういった事業によって清里高校の進学の数も、やっぱり微妙に違うのではない

かというふうに思ってるんですが、こうやって多額の金額の１千万ですから、旅行から帰って

きてから学校任せでなく、町として生徒にどういった旅行だったのかとかどういった勉強にな

ったのかとかそういう聞くとかしているのかどうか、ちょっとお伺いしたいんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 高校生の海外派遣研修事業につきましては、高校生に特化いたしまして今年度、３年目を向

かえます。従いまして、今年度１年生が行けば１年生から３年生全員が、その海外研修を経験

するということになりますので、非常に教育的効果は高いというふうに考えております。実際

に高校の内部にですね、モトエカルームという教室を設置いたしまして、海外研修で学んでき

た報告パネル等で展示をし、いつでも来訪者の方に見ていただけるような部屋も設けておりま

すし、また毎年研修を終わった後には必ず事業報告書を印刷いたしますので、この経費もこの

中で見させていて頂いてますし、また中学生に対しまして、行ってきた生徒がモトエカを中心

とした向こうの研修内容を発表する。またプラネットにおいて町内の方々に対し発表するとい

うことで、しっかりと事前と事後の研修ということで、合計で１５回ほど研修を重ねた中、実

施をしておりますので、そういった意味では効果が非常に高いと。 

 今年度、今年の入学者につきましても、今日発表日でございますので、まだ変動の可能性は

ございますけども２４名を確保している状況ということで、こういった成果が出てきた、出て

きているというふうに考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。本日はこれで延会といたしたいと思います。明日は９時３０分からの再開

となります。大変どうもご苦労様でした。 
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平成２６年第１回清里町議会定例会会議録（３月１８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 

    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 

    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 
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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。 

   議案第１５号～議案第２１号（各会計予算案の質疑） 

 

 ●予算審議説明員補助者 

  総 務 課 総務Ｇ      主 幹  熊谷 雄二   主 査  鈴木美穂子 

                 主 査  泉井 健志 

        企画財政Ｇ    総括主査 三浦  厚   主 査  宮津 貴司 

                 主 任  土井 泰宣 

  町 民 課 町民生活Ｇ    総括主査 清水 英勝   主 査  梅村百合子 

                 主 査  阿部 真也 

        税務・収納Ｇ   総括主査 永野  宏 

  保健福祉課 保健Ｇ      主 幹  伊藤 浩幸   保健師長 太田富士子 

        福祉介護Ｇ    総括主査 進藤 和久   主 査  水尾 和広 

        保育・子育てＧ  総括主査 杉村 眞弓   主 査  酒井 真美 

  産 業 課 農業Ｇ      総括主査 武山 雄一   主 査  山嵜 孝英 

        商工観光・林政Ｇ 主 幹  野呂田成人   主 査  樫村 亨子 

                 主 査  北川  実 

        焼酎Ｇ      主 幹  松浦  聡 

  建 設 課 建設管理Ｇ    総括主査 清田 憲宏   主 査  酒井 隆広 

                 主 査  山本 卓司 

        上下水道・公住Ｇ 主 幹  鈴木  敏   主 査  荒  一喜 

  生涯教育課 学校教育Ｇ    総括主査 清水 俊行   主 査  新輪 誠一 

                 主 査  阿部由美子 

        社会教育Ｇ    総括主査 本松 昭仁   主 査  小林 正明 

  農業委員会          次 長  吉田 正彦 

  消防清里分署         分署長  二瓶 正規   庶務係長 田中 義裕 

                 救急係長 君島 晴男   予防係長 小笠原明博 
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開会 午前 ９時３０分 

 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は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 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において、７番村島健次君。１

番前中康男君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第１５号～議案第２１号 

日程第２  平成２６年度、各会計予算質疑を行います。 

昨日に引き続き予算審議を行います。３款 民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費

５０ページから５１ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

５１ページ。地域福祉推進事業費の中でですね。高齢者等の暖房費等支援扶助のことで、お

伺いいたします。まずこれは昨年からやり出した事業であるんですが、昨年の実績それと今年

の今までの実績がどういうふうになっているのかのか、お伺いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 只今御質問の件でございますが、昨年、今年とおっしゃっているのは、福祉灯油の件だとい

うことでお答えをしたいと思います。まず福祉灯油につきましては、灯油価格の急激な高騰に

対応して、臨時的に灯油の支援をするという趣旨でございました。 

２６年度に向けまして予算計上しております高齢者等の暖房費等の支援扶助につきましては、

高齢者あるいは障害者一人が等の家庭の冬場の暖房費支援ということで、灯油価格の高騰とい

うことだということと別に恒常的に行いたいという事業です。趣旨については異なるというこ

とを御理解いただきながら、昨年今年度と補正事業でさせていただいています、福祉灯油の実

績につきましては、平成２４年度には７４件、いや７２件の交付支援を行っております。今年

度につきましては、今のところ６６件という実績であります。今月いっぱい申請期間ございま

すので、これにつきましては、漏れの無いように広報等も複数回行っておりますし、民生委員

さん或いは、支援の入っているヘルパー、ケアマネジャー等、福祉関係の支援の入っている方
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には、漏れのないようにご案内を意識しながら実行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。 

 

○２番（池下昇君） 

 昨年度が７２件、今年度が６６件と言うことで、金額はどういうふうになっているのか。わ

かりましたらお教え願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 申しわけございません。決算額については、決算額は持ってきてございませんが、事業とし

て１００リッターについての助成ということですので、１００円を数円超したところでの支援

をしておりますので、７２件であれば、１万円ちょっとをかけるという数字になろうかという

ふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今年度は６６件ということでおよそ１万ちょっとぐらいかければいいのかなというふうに思

うんですが。補正予算ですね、これ１１７万３千円。１２月に補正でつけているんです。と言

うことは、余るということですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今の時点から後はもう残り半月ですので、大きく伸びるというのはなかなか考えにくいと思

います。それで対象者の把握につきましては、補正予算のところでもご説明いたしましたよう

にこれまでの事業については、非課税収入も含めて、収入の条件を定めていたというところで、

町としては対象者数を精度をあげて見込むということができませんでしたので、そういうこと

で、平成２４年度予算と実績は離れました。２５年につきましては、２４年の実績を基に漏れ、

不足の無いように、そこから２割増なりの予算をさせていただきましたので、実績が伸びない

ことも当然ながら予想しながらということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

たしかこの補正予算を組むとき、予定世帯数が１０２世帯という話をされていたと思うんで

すが、実は今月の広報に福祉灯油の申請を忘れてないんですかというチラシが入っておりまし

たけども、それを踏まえて、この当初予算で２６０万という金額は、どういったふうなことで、

こういうふうになっているのか。この辺ちょっとお聞きしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ２６年度からの事業につきましては、先ほど申しましたように事業の目的趣旨を変えてとい

うことと合わせまして対象を広げました。これまでの福祉灯油については非課税収入。障害者

年金であったり、遺族年金も含めたところで一人の世帯については１００万円の家ということ

で対象としましたけど、今年度２６年度事業につきましては、非課税収入は除いてですから遺

族年金であったり、障害者年金というところはこれの収入制限の中には、含めないということ

にしましたのは間口が広がっているということです。ただ、実はそう言いながらでも収入それ

を見込んだ収入からの抽出については、年度が１年違っています。対象となるのは、事業とし

ては２５年中の収入を対象とします。予算の編成のときは２４年を見ています。ですからタイ

ミングが違いますし、年齢条件高齢者についても、６５歳以上としていますから１年ずれる。

まあ、いろんなこともありますし、漏れがあってはいけないということで、予算についてはか

なり余裕のある予算を組ませていただいています。ですから、私どもの方で逆に見込み違いが

なければ、余す可能性もありますけれども、それは、漏れのないようにということですので、

御理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 余裕を持ってやるということなんですが、これ１人世帯だと１００万円、２人だと１５０万

３人以上となると、随時５０万以上の上乗せいうことになっている。この辺の金額を変える予

定はないということですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 当初予算要求いたしました時点での制度設計としては、そういうことで予算を計上してござ

います。それでやらしていただきたいというふうに考えております。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 燃料が高騰する中で、やはり灯油だけでなく電気に関してもまあ随時上がってるということ

なんで、この制度自体がすごく良い制度だなと思ってますんで、なるべく幅広くこれからいろ

んな方の方に目を向けながら、やっていただきたいと思います。是非もう少し、６６件じゃな

くてもっと数字が上がるようにやっていってもらいたいとこういうふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今のところ２６０世帯を、実績が出ています２４年の３倍以上ということで見込んではあり

ますけれども、皆さんにあって良かったと言っていただけるような制度になるように勉強させ

ていただきたいと思います。御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） 

２０節の医療従事者の人材確保の補助の関係で扶助費。これ昨年から見ると、６０万ぐらい

増額されているような形みたいなんですけれども、それでこの中身なんですけど恐らくこれは

従事者を確保するために使われているものかなと思いますけど増員とかそういうような部分も

含めて６０万ぐらいの増額になったかどうかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 医療福祉従事者人材確保事業につきましては、平成２５年度に２４年度いっぱいの事業でし

たので、２５年度に新たに要綱内容の見直しをして延長という事業でございます。それで２５

年度からの事業ですが、従前は新卒の医療や福祉の資格職を町内のそういった機関に迎えたと

きには、１年間、月額２万円上乗せをして企業としてお支払いをくださいと。それについて、

町の方から、同額の支援をしますよという制度でした。 

２５年度からは、それについて初年度は２万円ですよ。従前と変わりありません。翌年度は、

額は下がって１万円になりますが、１２カ月また支援をしますよということでは、トータルの

人に対しての支援額としては１．５倍にして２年間かけるということで制度を厚くして、２５

年からスタートいたしました。で今年度の対象者ですけれども１年目の方として８人を見込ん

だ。ですから、８名×１２ヶ月×２万で、さらに今年度からは２年目の方が対象になりますん
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で、２年目の方７名を見込んで、７名×１万×１２ヵ月。こういうことで予算額が増えている

ということです。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

５１ページの難病者支援が載っておりますけれども、今現在難病者数はどの位おられるので

すか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 難病者の数そのものはですね。町では、実は把握ができておりません。難病者については直

接保健所が管轄をします。これについてはですね。情報をいただきたいということで、何度も

お願いをしているところなんですが、いただけてはおりません。ただ難病の手続等については

保健センターの保健グループ保健師のセクションで手続の支援をしていますので、そういった

支援をしている方については把握をしています。多くの方が利用していただいてるのかなと思

います。直接手続をされている方もいらっしゃいます。それで難病者の通院交通費の扶助、こ

れについても、そういう機会であり、いろんな広報等で漏れのないように周知はしているとこ

ろですけど、御利用いただいているのが最新の情報でいきますと、これ年２回に分けて上期下

期と６カ月分ずつ分けて実績を持って、申請をしていただいてますが、２５年度は交通費助成

ということでは３３人の方という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） 

 私も難病の患者の一人であったわけですけれども、実はこの難病傷病手当というのはその時

点であったと平成元年ぐらいなんですけど。もう年数も経ってますけれども、今も継続されて

月１万で年間１２万というそうゆう制度があったんです。今現在どんなふうになっていますか。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 保健福祉課長。議員の御指摘の制度から、この通院交通費助成制度に制度を変えて行ってい

るという形になっています。当時はそういう制度でした。それを交通費の助成の形に変えて、

それが今まで継続していることでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ次に移ります。２目障害者自立支援費。５２ページから５３ページ。 
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○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 障害者生活支援事業費の中における成年後見制度利用支援事業助成金でありますけども、こ

れについてですけども当町の中で後見制度利用されている人材がいるのか、あるいはどのよう

な制度の助成制度なのか説明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 成年後見人制度を利用されている方につきましては、保健福祉課のセクションでは把握する

ことができません。成年後見制度を利用している方ということです。ここに出ています、障害

者生活支援事業費の中の成年後見制度利用支援事業助成金いうのは、町の支援を受けなければ、

成年後見制度の利用ができなくて、さらにその後見がついた後見人の報酬を支払えない。支払

えないから利用はできないと言う方について、町がそれも支援しようという制度であります。

当然それを受けていただければ、それは対象になりますので受けますが、成年後見制度という

ことがなかなか今報道等で言葉はできますけどなかなか余り普及されていない状況にあります

のでこれについて、ご説明若干させていただいてよろしいでしょうか。 

成年後見制度ですけれども認知症や知的障害それから精神疾患疾病等によりまして、判断力

が十分でない方の権利や財産を守るための制度ということです。ここまではうちの方で把握を

できる、把握していかなくちゃいけない人たちということですけど例えば定期預金の解約だと

か生命保険の受け取り、不動産の売買こんな手続をして自分がどんな利益を得るのか、どんな

不利益を得るのか、その辺が判断できていけないような方を援助する。したがってですね、障

害が身体的なものだけであったりとかですね。単なる浪費家であったりとか性格の中に偏りが

ある場合というような方は、それは、利用はできないよということになります。成年後見制度

は本人のその能力に応じて、３つあります。後見、補佐、補助という３段階があります。で後

見が判断力全くない又はほとんどないという方で、補佐が著しく不十分、補助というのが判断

能力が不十分というような３段階に分かれて、後見の方がより支援が必要な方ということにな

っております。それで、この申し立てをしていくわけですが、申し立てができるのは本人それ

から奥さん４親等内の親族、あるいは町長検察官で対応します。申し立てをするのは、住民住

所がある、これについては住民登録が無くても本拠地があればということなんですが、住民登

録がある家庭裁判所に今言った方たちが申し立てをします。申し立てをしますと家庭裁判所で

は、審査をして精神鑑定なりを行います。その後を審判で後見の対象者であったりと後見をし

たいという候補者であったり、いろんな方のところ審査をして、裁判所の職権で決定がされま

す。そういうのは制度でありまして、裁判所が窓口となってやるものですから、どなたが裁判

所成年後見の制度を受けているかというところでは、うちのセクションがちょっと把握できな

いということです。 

不確かな話では、町内にも１、２名はいらっしゃるのではないかというとか聞いていますけ
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れども今のところうちのところでは把握ができていません。 

このうちの制度については、申し立てする人がいないとき、４親等内の親族がいない。ある

いはその人たちが申し立てをしないというときに、変わって町長が申し立て出来る。あるいは

申し立ての費用が無いばかりにできない方、それから先ほど申し上げました、後見人の報酬の

支払いができないそのために後見制度を受けられないと言う方についての支援制度ということ

でございます。それをこのそのうち、先ほどの支援事業助成費について３３万６千円について

は、１年分についての後見人の方針について予算を措置しているものでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

親切な説明だったんですけども、昨日の一般質問中でちょっと述べた部分で空き家対策って

いうかその独居老人の一人で済んでいる空き家のところに同じようにリフォームだとか、よく

テレビでそういう認知症の方々がそういう被害に遭われたっていう報告が、ちょっと記憶中に

ありまして、そういった類でその後見制度。国の方でもかなり２０１２年でしたか。老人福祉

法中で確か改正したのかなと思うんですけども。この制度を今後ますますいろんな部分で利用

者が、利用者と言うんですか。対応せざるを得ない中でやはり行政としても、何らかの形で４

親等以外の方、あるいは行政ちょっと僕ははっきりわからないんですけども、一般の見識のあ

る後見人。例えば社会福祉協議会の役員さんがなるだとかっていうのもあるのかなと思うんで

すけれども、そういった意味で、今後増える中ではやはり同じようにあの財産が無いだかとい

う部分では増える要素があるのかないのかここでは、はっきりしたことにはませんけども、今

後やはりかなり注意して予算計上の形持っていくというのが今後考えられるのかどうかちょっ

とその辺についてお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 後見制度そのものがなかなかまだ浸透していないというところで、必要がある方もいらっし

ゃるかもしれませんが、それについては、高齢者についても障害者についても支援すべき保健

福祉課の方からいろいろ皆さんに周知をして参りたいと思います。当然ながらこの制度は、御

家族がいらっしゃれば、御家族が申し立てをするということになりますので、そういう方たち

に申し立てをしていっていただきたいなと。制度がわからないということであればもちろん私

達の方でわかる範囲の中でご支援をしてまいりたいと思います。 

また後見人そのものはですね、裁判所が職権で決めます。ですから申し立てを息子さんがし

たとして、息子さんがなるとも限らないですけど。そういう親族が後見する場合もありますし、

弁護士がなることもありますし、社会福祉士という方たちの協会の方がなったり、社会福祉協

議会の方がなるというケースもないわけでないと思います。いろんなケースが考えられると思

います。 
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 それからまた、ここまで行かないけれども日常生活そのものについて、判断能力が足りなず

にということについてはですね。日常生活自立支援事業というような社会福祉協議会の事業も

あります。現にこれを受けている方もいらっしゃいますのでその辺についてはですねうちの方

で目配りをしながら必要な方には必要な支援制度の御案内をしていきたいというふうに考えて

ございます。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） 

 ２０節の扶助費の一番下の身体障害者日常生活用具給付費なんですけど具体的にどのような

用具の給付はされているのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 一番給付で多いものはストーマ装具になります。尿路、便路の変更をした方。ストマと言わ

れる蓄尿袋、蓄便袋、これ日々必要になりますけれども、こういったものの支援。これが一番

件数の中では多いのかな。現にこの予算の中でもですね、１７５万１千円ほどは、それのかか

る部分いうことです。 

それ以外には、障害によって細かく規程がございますけれども歩行の杖であるとか。これは、

障害の部位程度によっていろいろ規程がございます。それだとかお風呂に入る際の補助用具、

手すりであるとかそういった日常生活に必要な支援をする道具ということです。後、例えばコ

ルセット体幹に障害がある方でコルセットあるいは四肢の切断の義手、義足。こういったもの

は日常生活用具ではなくてですね。別の補装具の支援という制度で、支援をされるということ

でございます。以上です。 

 

○９番（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 医療保険対応できない部分をそういう便宜を図るということですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 医療はあくまでもその疾病に対する治療目的としたところまでです。障害というのはあの一

定程度の回復があって、あるいは症状の固定があって、これ以上回復は残念ながらしないよと
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いうのが障害になります。ですから医療ではなくて日常生活の中で障害があって必要だという

ところでございますね。当然ながら、障害と医療の中間程度かありますけどそういった場合は、

医療が優先をされると。治療材料ということで給付をされるということになってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ次に移ります。３目福祉サービス事業費 ５３ページから５４ページ。 

ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次行きます。４目、老人福祉費 ５４ページから５５ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 １３節委託料ですが、介護老人保健施設の運営事業費ということで去年の確か春だと思うの

ですが医師が退職したいという旨の申し出があったと思うのですが、現在の状況はどういうふ

うなっているのかお伺いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 一昨年秋に老健きよさとの管理者であります目黒医師が、高齢あるいは体調不良を理由にで

すね。勇退したい旨の意思表明がございました。その後、各方面当たってまいりましたが、昨

年の５月の常任委員会で１回目のご報告。公に後任を求めていきたいということでお話をしま

して、昨年の１２月常任委員会で経過を御説明しまして、その後ということでご説明をさせて

いただきたいと思います。 

医師招聘に当たりましては、行政関係のそういった照会の機関であるとか医師会であるとか

各方面に継続してお願いをするところはもちろんでありますけども近隣等でですね、退職をさ

れる医師情報等を把握しながら、その都度老健きよさとにいかがでしょうかということで招聘

に努めてまいりました。なかなか結果が出ないところでありますが、この２月中旬以降ですね。

これまではうちの方からお願いに上がっていたんですが、求人活動の効果が出てきたようで、

医師の方から、老健きよさとで医者を求めているようだけれども、どういうことなんだ、話を

聞きたいと言う方が４件ほど来てございます。１件については、一度、老健事務長と私でとり

あえず状況についてお話をさせていただいております。それからその方については、今月末に

は、老健を行ってみると施設を見るということでお話をいただいてます。それからもう一人の

方については、東京の方でいらっしゃいますので電話でのやりとりを老健事務長の方でやって

いますが、これも見ていただける、施設見学をしていただく方向で今話の調整をしています。

もう１人の方は北海道の方ですけど、この方についても積極的に見に来たいということで、こ
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れは日程調整だけです。来るということで意思表示がありましたので、見ていただく。日程を

いつするかということになってます。それからもう一方については今、問い合わせがあったん

ですけど、うまく調整がついていませんのでお手紙で応募をしたいんだというようなことで問

い合わせがありましたので、これについては、今後お話していくということで４件ほどお話を

させていただいていますが、まだ具体的なところまで至ってませんけれども少し以前というよ

りは前進をしているのかなというところですがいまだ後任の決定に至ってないということでご

ざいます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 この問題ってすごく難しい問題だと思うんですが。特に首都圏では医師の確保というのはそ

んなに難しくないという話を聞いておりますが、やはりこうやって過疎地だと大変だなという

のが実感であります。去年の５月に、その委員会の中で発表がありまして、もうおよそ１年経

ちます。目黒医師がやめたいという旨の発言からもう１年半経とうとしてるわけで、やはりな

かなか実際問題、町長も東京まで行っていろいろとそういうところにお願いをしているという

話を聞いておりますが、これは清里町だけの問題でなくて、こういった過疎地にやはり医師が

来ないというのも、現実問題としてあるわけで、そういった観点からやはりオホーツク圏で、

前にも私言いましたけども、オホーツク圏内で連携をとりながら、国に対しての法改正をやは

りしていってもらうというふうな方向づけも、やはり視野に入れながらやっぱり進めていった

方がいいのかなというふうに思いますが。課長どう思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 制度改正でということになりますと、またそれなりの勉強なり準備が必要になりますが、そ

のオホーツク圏内、あるいは北海道というところでありますが、今この医療についてはですね。

一番身近なこの問題課題を解決しようとしているところでは、斜網地域の地域広域化医療連携

会議という、以前救急体制について整備をした組織でありますけどここについては、老健、老

健は医療機関ですから、老健も含む医療機関、病院、診療所、すべてのところの医師であった

り、看護師であったり、いろんな課題についてみんなで連携をとりながら解決していこうとい

うようなことで話し合いを進めております。 

それから北海道単位でも北海道で、医療計画なり医師の確保ということは、当然考えられて

おりますので、その点そういうことで北海道も動いています。そんなところでその医師確保対

策室という北海道にセクションもありますし、お世話なっています。それから、北海道も東京

事務所に、専任参事を置いて、本州での医師確保ということでやっていただいてます。そこと

も連携をとりながらやっていただきます。いろいろ情報もいただきましたけど、結果的に医師

確保には至りませんけど、そういったところとの連携を取りながらやって参っておるところで
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す。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ほんとに大変だなという実感しますんで、４件の相談があったということぜひ早急にその話

をですね、上手くまとめるように町長、副町長と連携を取りながらですね進めていってもらい

たいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 関係の機関あるいは職員総力揚げまして、力いっぱい努力してまいりたいと思います。どう

ぞご支援の程、よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今、老健の医者の問題だったんですが、施設そのもの老健そのものは、社会福祉協議会に指

定管理としているという形の中で運営がされているわけですが、その中で町から事務長に出向。

こういう形の中でのことが行われてる。こういう形の中で、スムーズな運営ができれば問題は

ない訳ですが、こう非常にこの町職員の出向という形の中で、３年ぐらいの環境で繰り返して

いくという形の中では、本当に本来の介護施設老健のこの機能そういうものから、特にそこで

働く人方の福祉事業従事者の向上こういうものもありますが、非常にこの長いスペースでみた

環境というものが大切になってくるのではないかというふうに思うわけで、こういう形の中で

条例あるいは法令の中で出向が問題ありませんということは当然のことだろうと思うんですが、

こういう体制をどういう形でいつまで続けていかれるのか。私はこの体制よりも、ここの事務

長管理者といいますか、施設を運営していく上で出来れば、長い期間きちっとした環境でプロ

でやるべきことが結果として、将来に向けて本来の機能を十二分に発揮できる方法。これを社

会福祉協議会とのいろいろな関係がございますが、現時点でどのように捉えているのか、お伺

いだけしておきたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長か町長答弁で副町長。 

 

 

○副町長（宇野充君） 
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 介護施設の事務長の町職員派遣についてでありますけれども、この老健施設が設立された時

点で、社協との話し合いの中で順調あるいは軌道に乗せるまでの間、町職員の派遣をというこ

とでお互いの同意の上で、進めてきた事業かなと思っております。町といたしましてもこうい

う人員の確保で厳しい中、大変ではありますけれども社協の順調な運営の支援といたしまして、

課長クラスを派遣しているところでございます。今後、社協自体の運営の安定性。あるいはそ

ういう者が確保されたということで、社協のほうからも協議があり、自賄いで行いますよとい

うことであれば、町からの派遣もということなのかと思いますけども、まだまだそういったレ

ベルと言いますか、そういった環境にはないという判断で、今続いているわけでございます。

いつになったらそうなるんだという御指摘でございますけれども、今後も社協と連絡を密にし、

協議も重ねていつの時点になるのかそのへんも協議しながら進めていきたい。というふうに考

えてございますので、ご理解を頂きたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

今の答弁のことで今日まで来ているわけです。で私は出向が良い悪いとかという話ではなく

て、清里町にあるこの老健きよさと。その本来の目的の運営のためにきちっとしたスムーズな

施設としての効果を上げるための運営。これ非常に事務長の力というのは、私は大きいんだと

いうふうに思います。そういう形の中に役場職員の課長だからだめとか言ってるんじゃないん

ですよ。本来の目的を考えたときに、長期間それに徹したプロの育成は当然のように努力され

てきたと思いますが、それが社会福祉協議会との間でスムーズに行けるようにしたいというの

は当然のことなんですが、それができないとするならば、あるいはなかなか難しいという現状

を本当に町は今捉えているのか、いつの時点になればそれが可能なのか。これを考えたときに、

指定管理という扱いが正しかったのかどうなのかという部分についても、本来の目的でいけば

そこのところがきちっと運営されて当然のことだって思うわけです。ですから、私はどこが運

営と何しようと町のものです。入所している人、働いている人そして本当にそういう施設がよ

りよくなるようにスムーズに行くようにひとつ心がけて、よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 社会福祉協議会の人材育成も含めまして、今後とも今現在、スムーズにいっておりますけれ

ども、人材育成も含めましてですね。今後、社会福祉協議会と十分協議しながら、進めてまい

りたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 これ新しい事業であります、高齢者住宅施設整備費策定業務委託料が今回提案されてるわけ

ですが、この最終的な中においては、施設の規模の検討ということも書かれているわけですが、

こういう関係の中で現時点で今回調査をするという中にあって、どういう計画といいますか。

何年ぐらいの計画でどういう形のスタンスまで行くための調査をするのかということについて

伺います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今回コンサルを使っての委託をしまして、２６年度においては、基本構想、基本計画まで進

めてまいりたいと思ってます。平成２７年度に実施計画。失礼しました。実施設計ですね。実

施設計をし、２８年度以降を、着手が可能な状況でやって参りたい。具体的にということかと

言いますと、２６，２７，２８の３年間の第６期の介護保険事業計画、北海道の事業計画ござ

いますので、どういった施設になるかは、これからという話ですけれども、介護保険に関わる

ものになればこのタイミングで載せていかなければならないなというふうに考えておりますの

で、第６期の計画に沿えるようなそういうスケジュールの中で考えてごさいます。以上でござ

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 規模、内容等については全く白紙という状態なのか、あるいは現状で考えられるこの程度の

規模を目指した施設。どのぐらいの規模を目指したことでの規模に入るというところまで行っ

ているのか。漠然とした形なのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 現課で勉強する段階においては、いろいろな設定はしてまいりましたけれども、コンサルを

入れるわけですから、そこは一旦ゼロにして本当にプロの目でリサーチ等も長けているわけで

すから、そこでどうなるのか、積み上げていただいてということになります。ただ先ほど申し

上げましたけれども、介護保険事業ということになってくれば、いろんな制約がついてまいり

ます。制約とともに補助金もついてくるわけですけれども、それとの兼ね合い。いろいろなこ

と出て来ますけれども、一旦ゼロに戻してですね。どの形が成り立つのか。もちろん、規模と

いうのはニーズに合わせているということになりますけれども、いろんなクリアしていかなけ
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ればならない課題があるということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ次に移ります。５目国民年金事務費、５５ページ。 

 （「なし」との声あり） 

 

次に移ります。 

２項 児童福祉費１目 児童母子福祉費、５６ページありませんか。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

２目 保育所費５６ページから５７ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

５７ページの１５節 工事請負費１、２歳保育室改修工事請負費のことなんですが、今まで

保育所は、２歳半から受け入れをしていて来年度からですね。１歳半からも受け入れをすると

いうことによるこれ改修工事なんですが、すごく小さい子ですから、人員的にもしっかりと補

充しなければならないし、こういった改修をして事故の無いようにということは、すごくいい

と私は思っております。そんな中で、町長が町長になった２３年ですね。これからも幼保一体

化の問題を考えていく、いかなければならないという発言をしておりました。こういった工事

をすることによって、幼保一体化の問題が、宙に浮いてしまっているんではないか。その辺の

ことをお伺いしたいと思うんですが。副町長に伺います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

町長が２３年から申しましたその幼保一体化っていうことは、その時代のときにはそういう

ものがありましたけれども、規制等の関係で頓挫した部分もあります。総合保育という形にな

っていくのかなというふうにまだ具体的な国からの施策がおりませんけども、それと今回の一

歳半への整備のというのは別な考え方でございまして、うちの町いわゆる１歳半までは、みれ

なかった実態がございまして、保護者からの要求もあり何とか整備をして、１歳半まで面倒を

みて行こうということで、今回計画をし、工事費用を予算化して整備して要望に応えようとい

うことでございます。今の幼保一元化の話とはまた別個にお考えを頂きたいというふうに考え

ています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

 それにちょっと関連するんですけれども、４月から消費税あがりますけども、これは完全な

目的税でありまして、社会保障と税の一体化という部分で、子育て支援かなり拡充した財産出

動の予算組かなと思うんですけども。たしか、子ども子育て支援制度というのが、来年度あた

り施行されて動き出すと聞いております。それに向けて地方自治体も子ども子育て会議等を設

置するという、その条例等があったかなと思うんですけども、それについて当町も、やはり子

ども子育て会議等々やはり今年度中には開催すべく開催して、今、池下議員が述べられた幼保

一体あるいは認定こども園ですか。そういうくくりの検討もやはり同じように、検討していく

時にきているんではないかと思うんですけども、その辺課長の方から。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 子ども子育てにつきましては、すでに２６年の会議開催、計画策定に向けまして、実はニー

ズ調査を既に始めたところであります。条例をもって委員を定めることも可能でありますが、

既存の会議、機構を使うということも認められてございますので、そちらを使ってやっていき

たいというふうに考えております。実は次世代育成支援法で定められた子育て、子どもの支援

に対する計画が２６年度までで切れます。ですから２７年からは、現行法が継続されたとして

も、新たな計画を立てて、清里町の子供子育てについて支援をする計画を立てなければなりま

せん。 

一方で消費税の社会保障に消費税を当てるという法律。これを持って、いろんな制度を予定

はされていますが、実はこれは８％ではなくて１０％になったところで初めて動き出すという

制度であります。議員の御指摘の制度も、法律が出来ていますけど施行になってない部分がい

っぱいありまして、この会議については、先にやってもいいですよと先行して施行しておりま

す。でそれにあわせて準備を進めておりますが、これについては、消費税１０％になるかどう

かその時点ではっきり見えてくるというところです。 

教育委員会幼稚園、小学校などの支援も得ながらニーズ調査は既に始めました。これを分析

した上でまた、委員さんなりの招集した上でですね、今後のいずれにしろ、新たな制度の計画

にしろ、現行法が延びるにしろ、２７年とか新たな清里町においての子育ての計画が必要だと

いうことですね。それに適するものを立てていくと言うことで準備をしておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ちょっと私の認識ない部分なんですけども、保育所幼稚園そして恐らく地方自治体の今の会

議の中で出た新しい対応、その地方自治体裁量で行える事業も、今後考えられるのか。極端な

話新しいその取り組み。例えばちょっと可能かどうか、いろんな部分のこの規制を撤廃した中
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で、当町には待機保育の子供はそんなにないんですけども、地方裁量の部分がやはり同じよう

に出てくるのかな。そういうソフトの部分も一緒にその会議の中で提案して、よりよい子ども

の支援体制をやはり議論していただければなと思いますんで、そこら辺、柔軟性を持った中の

対応で検討する会議にしていただきたいというのが私からの要望です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今回の制度に向けて新たな展開。身近なところとふうに考えますと、学童保育について小学

生、高学年までということになりますので、これについては、教育委員会と子ども子育て会議

の関係で連携をとりながら準備をしておりますけども、その辺の中で事務局としてどんなもの

が提案できていくのか。その中で委員さんにどんなような御意見をいただけるのか。その辺せ

っかくの制度ですし、せっかくの計画でございますので、いいものにつくり上げていけるよう

に努力してまいりたいと思います。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） 

 関連して、私も１歳半からの育児大変に良いことだと思うんです。ただ清里保育所だけって

いう事です。札弦、緑はなかなかその問題があるのかな。清里の保育所に１歳半から入所する

という中では、札弦、緑の関係の方が希望される場合に可能だと思うんですが、この辺につい

て、なかなか札弦、緑に施設を拡充するというのは現時点では難しいのかなと。そういう中で

は平等な環境って言いますか、できれば１歳半から２歳半になるまでの人に対する交通費の援

助ですとか、あるいはバスだとか。いろんな形の中で町内における一定のその部分における新

しい環境をする中においての対策というものが考えられておられるのかどうなのかあるいは検

討できるのかどうなのか、その辺ちょっとお伺いをしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 地域差における支援というところについては、正直申し上げて今のところは検討してござい

ませんでした。保育という事業の観点からいきましてそれなりと言いますかね、保育の負担に

ついては、十分負担能力に応じた負担額ということで、設定をしているというとこもございま

して、そういう発想が今のところございませんでしたけれども勉強さしてください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

そういう部分での補助の仕方が難しいとすれば、１歳から２歳における遠いところと言いま

すか札弦、緑に関しての部分については、保育費の部分の助成をある程度するとか、いろんな

方法がとれるのかなと思ったりします。ぜひ検討を重ねて、町内全域のそういう対象者が平等

に、もう一歩踏み込んだ形で事業展開をされるように希望しております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今後検討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） 

私の質問の後に前中議員が質問したことにより福祉課長がですね、来年の１０％の問題、ま

だわからないけども、もう今から準備をしているという発言があったわけですが、先ほど私へ

の質問に対してですね。副町長が、保育の問題と幼保の問題は別に考えているという発言があ

った訳ですが、この問題、国が動かないとなかなか難しいのかなというのは、確かにわかるん

ですが、もう何年も前から幼保の問題、国レベルでも取り上げられていて、私たちの町も数年

前にそういう話があった。しかし、ほんとに宙に浮いたままである。そういった中で別に考え

てみるという発言があったんですが、幼保問題に関して、町レベルで具体的に今後どうしてい

くのかって話をそういう場を設けて話し合っているのか、その辺がどうなのかお伺いしたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 議員ご質問の幼保一元化の関係でございますけれども、町といたしましてもその辺の考え方

はございましたけれども、まあ何せ幼稚園という相手がございますので、慎重に対処して行こ

うと。町の考え方、それから幼稚園さんの考え方も含めまして、町長と致しましても話合いに

行こうかというところで理事長さんが亡くなった経過もありましたし、ちょっと頓挫している

部分はございます。ただこの間も町長と話したのですけれども、この件に関して、保育所の方

と１度話しまして、今後の幼保一元も含みます今後の幼稚園の在り方、それから保育所の在り

方等々の話をしようということで話をしたばかりでございまして、今後そういったテーブルを

設けたいというふうに考えています。 
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○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今の答弁によりますと、今僕が指摘したその子ども子育て会議とまた別にそういう場を設け

るという捉えて良いんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 今僕が発言しましたのは、幼稚園と保育所のあり方についてでございますので、今の町長執

行方針に載っております子ども子育て支援事業計画とは、また、別な分野での話というふうに

考えて頂きたいと。ただ、この中には、幼保一元化も入るかと思いますけれども、これは民営

の幼稚園でございますので、慎重に話合いをしていきたいというふうに考えています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 慎重に議論はいいんですよ。ただ全体の子供、これからの子供たちの制度のあり方は、同じ

ように、同じ会議の中で議論するのが僕としては望ましい形ではないかなという形で各論の部

分は確かにそれで良いですけど総論の大きな枠組みの話は、やはりきっちりとその会議の場で、

機能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） 

 私申し上げているのは幼稚園と保育所の責任者である町長との話し合いでございますから、

その計画には、もちろんそういった考え方も入ろうかと思いますけれども、まずは相手があり

ますので、その辺は慎重にというふうに何回も答弁申し上げてるとおりであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 ちょっと今度の１歳半からの受け入れについて、参考までにお聞きをしておきたいんですけ

ども、今地域からの要望としては、何名ぐらいなのるか。それから職員の関係もありますんで

最大何名ぐらいの受け入れ体制になるのか。そこら辺ちょっと聞いておきたい。 
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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） 

 １歳半からの受け入れに関しましては、施設の改修につきましては、１歳児については、施

設規模で６人。２歳児については１２人。これを目安に考えています。これを超えない範囲で

ということ。それから受け入れ希望されるお子さんの数なんですけれども、まだ予算も整理し

ないところで、余り表に出すことは許されなかった中ですが、内々の雰囲気では４、５人であ

ろうというふうに考えています。２歳児についてはですね、２歳半の子からお預かりしていて

年度末には、１０人近くなりますので、これは１０人いらっしゃるのかなということを見込ん

でございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

他に質問がなければ次に移ります。よろしいですか。３目 子育て支援センター費 

５７ページから５８ページ。 

（「なし」との声あり） 

ここで説明員交代となります。 

１０時４０分まで休憩いたします。 

                             休憩  午前１０時３２分 

                             再開  午前１０時４０分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて質疑を開始いたします。 

４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生費総務費 ５８ページから５９ページ。 

 （「なし」との声あり） 

次に移ります。２目予防費 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 予防費なんですけども検診業務委託料あるいは脳ドック検診業務委託料があるんですけど、

この受診状況一昨年等々の推移あれば、教えて頂きたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 集団検診であります、特定検診こちらの方の２４年度受診状況は、若年４０歳未満の方につ

いては２４人の方に受診いただきました。４０歳から特定健康診査がこれに基づくものについ
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ては３０６人、それから７５歳以上の後期高齢者これ任意事業でございますが、これについて

は７３人受診を頂いてございます。それから脳ドック検診、脳ドック検診につきましては、９

９人の方に受診をいただいております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、人数の御報告があったんですけども、今年度その定期業務委託が減っているということ

は、受診率の兼ね合いで受ける人が少なくなっているのか。そしてその分脳ドックの方は、あ

る程度予算の中でみているのかなと思うんですけども、やはりこの検診業務受ける受診率とい

いますか。それをやはり向上させる何か施策なり方策等やはりいただければと思うんですけど

も。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 検診の必要性についていろんな機会に保健師なり、出向いてご説明を申し上げています。介

護予防にもつながるところですけれども、いろんなところで健康相談・健康教育やってござい

ます。その中で検診の必要性を理解をしていただくいうことと、イベントなどには、必ず行っ

て幟を立ててといったところで、まず、こういう受付をしていますよと気づいてもらう。目に

留まらせるというところまでやっております。２５年度については、１２月の検診からになっ

てしまいましたけれども、新たな取り組みわずかなことでありますけども、検診受付中という

幟もつくってみた。こんなこともやってみました。これについては、２６年もちょっと力を入

れてやって行こうかな。検診の必要性を感じてはいるんだけれども、きっかけがないとか、つ

い忘れてしまった、その辺のところの取りこぼしのないような形でその辺を地道にやってくし

かないのかなと感じてますが、やってまいりたいと思ってますん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、検診の取りこぼしという言葉がちょっと出たんですけども、どのようにしてその検診率

を上げるかと行政指導っていうかな、そういう取り組みはやはり検討しなければならないのか

な思っていますね。予防検診受診率があがることによって、国保会計に連動しながら、いかに

国保会計をある程度機能的に取り組むか。そういう施策。町民課長の方の管轄になるかと思う

んですけども、やはり課を横断した何か取り組みがあるんであれば、要するにインセンティブ

をどうつけるかということなんですね。検診をしたことによってすべての検診を受けたら、例
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えばなんかこう地場産の何か野菜をやったりとか。ちょっと笑ってすみません。そういうこと

がやはり予防医学、これはどういう世界も予防がやはりこれからの高齢化社会の中で一番キー

ワードになるのかな。そう言う特色性のある施策も、担当課の中でやはりプランニングという

計画があっても良いと思うんですけども。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今健康づくりそのものについてですけども、第一義的には個人の責任において実現していた

だなければならないもの。それから自らの健康観に基づいて、自ら取り組んでいくものという

ふうには考えています。一方で町は、検診、健康増進の事業を行わなければならないわけで、

先ほど申し上げましたような受診率の向上に向けていろいろな施策を打ってきていますが、そ

の健康増進という中では、教育委員会の持っている施設であったり、体育事業であったりそれ

から、私たちが行っています検診だったりということで、検診の機会を与えるのは、当然自治

体の義務ですから当然ではありますが、低廉な価格を割いてということで、それなりの受診者

についてはメリットを教授しているというところであります。でありながらですね、さらに何

といいますかね、自からの健康のために受診をした人に、さらにそういったインセンティブを

というところが一般町民向けの保健施策としては、慎重に検討しないとならないなと考えてい

るところです。 

一方で各種の検診率の向上というのは、国民健康保険の給付費抑制には繋がっています。医

療費の適正化には、効果があるんではないかなというには考えます。こういったインセンティ

ブによって受診者の行動変容。引き金といいますか、動機づけになるのかどうかその辺のとこ

ろの効果を先進地なりの勉強しながら、やはり慎重に検討としていけなければいけないなと現

場では毎年のように実は検討はしています。受診率向上に向けてどんなことがある中の項目と

して毎回が上がっておりますけども、検討中ということで御理解をいただきたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、前中さんのほうからインセンティブというものが出たんですけど、実際うちの検診率と

いうものは、近隣とかと照らし合わせたときに、高いのか低いのか。今、数の報告はありまし

たけれど。そこらへんはどうなんでしょう。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 保健福祉課長。全国一律といいますか、全道で同じもので比較するのがよろしいかと。そう
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なると、国保の被保険者を対象として特定検診、これが一番わかりやすいのかなと思います。

それで特定検診、２４年度の実績ですけれども、率でいきますと受診率３３．５％です。全道

の平均値が２４％ですから９．５ポイントほど全道よりは上回ってはいると。ただ、３分の２

の方は、未受診ということなります。未受診についてもですね、特定健康診査についても疾病

等で受診をしていて、受診をされていればいいよということもあります。それについてはなか

なか今、現状の仕組みの中では、どれほどの病院なり医療機関で、健康を管理されているかっ

てなかなか読めていないところがありますけれども、３分の１の方が受診をいただいている。

で、全道全体で見ますと７５番目ということになってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 全道的には、高い位置を占めてるのかなとそれに思うのですけど、３３．５っていうのが、

高い数字ではありますが、先ほどの国保の関係だとかそういうものを含めてより高い数値を示

すような形が一番望ましいんじゃないかなと思うんです。 

先ほどのインセンティブの部分ですけど、これ全国にはマイレージ制度っていうかそういう

ものも取り組んでいることもありますので、そういうものも含めてこの検診率を高め、国保の

そういう部分抑えていくと、介護医療とかそういうものも抑えていくという一つの町民がやっ

ぱりそういう部分で検診に向けて取組み取り組んで、興味を持って取り組んでいただけるよう

なね、そういうような形の一つの方策というのは、進めるべきでないかなとそのように思うん

ですけど。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 健康マイレージ制度の先進地は、かなりであるようです。勉強させていただいておりますが、

基本的な考え方については、先ほど申し上げたところであります。慎重に検討してまいりたい

と思いますんで、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

質問がなければ次に移ります。３目各種医療対策費 

６０ページから６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。４目環境衛生費 

６１ページから６３ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 
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○８番（田中誠君） 

墓地の管理について、お伺いをしたいんですけれども、各町内にも数カ所の墓地が点在して

いる訳で、それぞれのとこで、管理組合という形を設けた中で、管理されているかと思われる

んですけど、その中で、清里町も開町してから１００年以上経っている中で、４代目５代目と

なっているんだけど、町内また近隣に住まわれて管理をされている部分については問題がない

わけですけれども、私も年に何回か行くんですけど、周りは墓もつくって綺麗になっているが

部分的に用地があるんですけども、そこはどっかの墓になってるか、用地だけを取得している

のか１０年もそのまんまで雑草も生えていたり、そういう放置されている部分がぽつぽつと見

られるわけなんですけども、そこら辺の確認作業だとかというものが可能なのか。だんだん年

数が経つに従ってそこら辺がわからなくなってくると思うんですね。そこら辺の確認作業だと

か行ってきた経過があるのかどうなのか。ちょっとお伺いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 町民課長。墓地につきましては、議員のおっしゃるとおり、町全体で５カ所ございます。計

画的には５カ所で約２,３００近い区画がございまして、現状といたしまして、使用されている

のが１,６４０という区画が使用されております。約６００近い区画が残っているという状況で

ございます。墓地の管理につきましては、各墓地ごとに管理組合がございまして、毎年のよう

に、草刈り等を管理していただいているということでございます。それと、残っている区画な

りの現状把握につきましては、町の方で台帳がございますので、その台帳を持って適正に管理

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す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 台帳で管理をしているというとこなんですけども今後も、そこを使用されるのが見込まれな

いような用地だとか、それと調べようがないというようなこと、その区画の人がどこに住んで

るかわからないような。管理組合としても、それもちょっと困ってる部分もあるというふうに

聞くわけなんで、そこら辺役場の方に行って調べれば可能なのかどうなのかそこら辺どうなん

です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今の御質問でございますが、個人的な情報も含めてですね。なかなかやっぱりお知らせする

のは難しいのかなというふうな現状でございます。ただ区画を取得して、戻すときには、やっ
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ぱりそれなりの手続をしていただけなければなりませんので、その辺も含めながら町としては、

管理をしていくということで御理解を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） 

 戻すにしても手続ということなんですけども、そこら辺はもうほんとにこの町から２代、３

代前にこう離れていった人たちは、もう清里に墓の用地があるなんていうのはきっと忘れてい

たり、悪質な人もいるかと思うんですけども、そこら辺町として、確認のとれない部分につい

ては、勝手に処理してというわけにはいかないのかどうなのか。又は売買というか、売買じゃ

ないじゃないと思うんですけれども、権利だと思うんですけどもまたそのときのやっぱり契約

というかあるのかどうなのか。ただ、申請すれば、はいとできるもののなのか。そこら辺ちょ

っと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 基本的には申請に基づいて、貸し出しと言う形で今管理をしているんですが、議員の御指摘

のとおり、２代３代となってこの町に今の管理をする方いらっしゃらないという方は多々いら

っしゃるのかなという認識はしております。今御指摘になった点につきましては、この辺も含

めながら区画を所有している方について連絡をとりながら、今後どういうふうに考えていらっ

しゃるのかどうかその辺も含めながら、対応させていただきたいと思いますので、ご理解を頂

きたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今の関連でちょっと確認だけしておきたいんですが、２,３００区画あり、現在１,６４０を使

用されてますと。６００が未使用と。この６００の未使用というのは、町の所有の状態のこと

を意味してるというふうに捉えていいのか。そしてもしそうだとすれば、１,６４０のうち、田

中議員が言われているそういう普段の手入れがなされた内容が含まれており、仮にそこに含ま

れてすればいると町外者というものが把握されているのかどうなのか、数全体で、もしわかれ

ばそこの部分だけお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 
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○町民課長（澤本正弘君） 

 まず残区画というものは、申し込みのない、町で所有しているということで、まずは御理解

をいただきたいと思います。 

それとあと使用区画約１,６００のうち町外者、町外におられて地元におられない方はどのぐ

らいいらっしゃるのかというのは、ちょっといまのところ把握はできてないような状況でござ

いますが、基本的には町外に転出されるときには、町内にいらっしゃる方に引き継いでいく、

そういう申請をしていかなければならない点もございますので、その辺も含めていろいろ確認

はさ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） 

 私の家の裏が墓地なわけでございます。その墓地の管理の関係なんですけどね。これ管理費

とかそういうものを集められているわけなんですけど、相当情報の関係だとかそういうものも

含めて、まあすごいこれ労力なんですよね。それでせめてもスムーズに事運ぶような、啓蒙だ

けは図ってもらわないと。なかなか管理組合の方で苦労しているような感じの部分があります

ので。ただ墓地は、買って自分が責任を持って、また管理をしていくんだよという。それは、

何代にもわたっても、やっぱりきちっと言い伝えた中でやってもらわないと。おそらく管理組

合自体がおかしくなるのでないかなと思うんですね。このことも含めて、今現場で相当苦労さ

れて、いろんな形で消息をつかんで連絡をとっている状況が続いているみたいですから。その

ことだけ含めてスムーズに運ぶ様な形のこと。検討してください。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） 

 今議員御指摘のとおり、各管理組合で継承されている方を調べながら管理していくと大変ご

苦労だいうことは認識しております。その辺、管理組合と行政とも連携をしながら、スムーズ

に行くような形で今後対応していきたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に移ります。５目 保健福祉総合センター費。 

６３ページから６４ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

６４ページ。１８節備品購入費の中ですね。災害用発電機等冷房設備設置設計業務委託料と
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いうことで１５０万あがっているんですが、発電機は設計する必要あるんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今現在、保健福祉総合センターに設置されています。発電機は、基本火災時の消火用ポンプ

の電源を確保するものであります。火災発生を伴わない停電時については、ある一定の点検を

確保するようにはなっていますが、設計当時と現在を比べれば、十分な電源の容量はないとい

うことで、いかほどの電源を確保するのがいいのか、それら含めて設計委託ということでござ

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私的には、別に発電機は設計しなくても出来るのではないかと思うんですが、で保健センタ

ーに、今年度太陽光パネルの設置の事案があるんですがこれとの関連性ですね。この辺はどう

なってるのか、お伺いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 再生可能エネルギー導入の関係でございますので、私の方からお答えいたしますが、今回保

健福祉総合センターで計画しております発電機及び冷房施設の実施設計の部分とは、関係が無

いということでご理解願いたいと思います。従いまして、太陽光のパネルから最小限の例えば

通信機器またテレビの受信程度の電気は引っ張ってこれるんですが、そこの施設の暖房ですと

か冷房、例えば停電した時に２４時間暖房を確保する。また、生命維持装置を確保するといっ

た部分については太陽光のパネルから引っ張ることはできませんので、これが今ございます。 

 今、担当課長が答弁したとおり、現在の発電機ではなかなか、暖房又は生命維持装置をある

一定程度の時間確保することができないということでありますので、今回新たな発電機を導入

するための実施設計あるいはまた、冷房を導入するための実施設計。これを行うということご

ざいますのでご理解願い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） 

 老健ができて数年経っているわけでして、何十人も入っております。そういった中でですね。

逆になぜ今までそういった発電機がなかったのか。これに対して、説明を願いたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 防災の観点から私がお答えしたいと思います。 

御案内のとおり昨年、置戸町において大規模な停電がございまして、あの時点では置戸日赤

が、それ相応の発電機を確保したために、入院者の方の生命の維持確保をできたという事案も

ございました。保健センターができてもう１０年以上経つとこういう事でございます。１０年

前のことを思い起こしていただきますと、今ほど防災の意識があったかというとなかなかそう

ではなかったといった部分もございますので、時代背景があるということも議員御指摘のこと

の原因かなということも思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 聞きますけれども、特養の施設は、発電機があるのかどうなのかこの辺いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今回の再生可能エネルギー導入の協議の中で保健福祉総合センターにも必要性が生じたとい

うことございますので、どういった形で電気なりなんなりの確保が出来るのかといった部分で

支援のあり方について、検討協議をしているということでございますので、ご理解願いたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ということは無いとのことで、無いのであればですね、災害時こういった高齢者施設の電源

を確保するためにそういう観点に立ったときに、やはり老健ばかりじゃなくて、特養もですね。

同じレベルの中で支援を町がしていくというスタイルが、本来の形ではないかなというふうに

思うんですが、如何ですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 そのような観点からですね今、協議している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） 

 この発電機についての考え方はもう十分にわかるわけですが、ただ設備するにあたりまして

施設全体とすると莫大な発電機という形になると思います。その中であの施設の中に、診療所

があり、老健ありそして保健福祉課がありという形の中で防災を踏まえたときに、現時点で今

回計画しようとしている発電。非常時における発電こういうものについては、１機で賄おうと

してるのか、それでの施設ごとにつくろうとしているのか。ある程度どの程度の部分について

計画をなされているのかだけちょっとお伺いをしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

発電機そのもののまずイメージというところから始めなければならないと思いますが、今先

ほど申し上げましたように、保健福祉総合センターとして持っている発電機というのはまた建

設当時、非常用のコンセント程度でした。それから照明については、バッテリーでの照明が確

保をされておりますので、発電機の電源ではないですけれども、そういうようなところだとい

うと今、現に不足というか、不安を感じるところでは持ち運びのバッテリー、発電機なりは準

備はしてございます。生体モニターだったり、吸引機であったりの電源は確保しなきゃいけな

いわけですから、それについては準備をしています。 

今設置をしたいという考えというのは、固定をされた停電時にバックアップ電源として機能

するものということで考えておりますので、充電設備等の兼ね合いがありますので、当然設計

なりはしていかないといけない。そうする時には、保健福祉総合センターとして、充電してキ

ュービックに入っておりますので、そこでの設置場所はずれるかもしれませんけど、充電設備

は１個ですから、そこで施設ということになると思います。そこに発電機を所要電源から非常

用の発電機電源に切りかわるという一般的なそういう施設でしょうから、そこの１箇所にその

保健福祉総合センター全体への電源の供給です。ただ、すべてを賄うものではなくて暖房と、

それから最低限、利用者さんのケアに必要な一部分の電源という生体モニターであったり、吸

引器であったりそういったもの、あるいはナースコールであったり、通信機この程度を支えら

れるもの。それでも莫大な施設金額になるんではないかなということを想定しながら、委託を

お願いしているというところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 無ければ、次に進みます。よろしいですか。 

２項清掃費、１目清掃事業費、６５ページから６７ページ。 
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（「なし」との声あり） 

質問がなければここで説明員交代となります。よろしいですか。 

暫時休憩いたします。 

                             休憩  午前１１時 １分 

                             再開  午後１１時 ５分 

 

○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 

６７ページから６８ページ。 

（「なし」との声あり） 

なければ次に移ります。 

２目 農業振興費、 

６８ページから７０ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

３目 畜産業費、 

７０ページからは７１ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

４目 農地開発事業費、 

７１ページから７２ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

５目道営整備事業費、 

７２ページから７３ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

６目 清里地区地域資源活用交流促進施設費 

７３ページ。 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 清里町地域資源活用施設が建てられてから、いろんな形で利用されているわけですが、先ほ

どから、また近年、災害対策におけるその利用価値も非常にこれ高まってくるのかなと。当初

からそういうことを考えて建てられてはいるんですが、あの厨房関係。災害時にあった場合は、

当然のようにいろんなものの部分で、今ある簡易的なものを活用していくっていう形。あるい

は、レトルト食品等という形があるから、ある程度の対応はできるのかなと思いながらせっか

くある施設の中で対応をこれから考えたときに、町民交流施設の運営の今後の考え方、あるい
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はそのことからもう１歩大きくなると、いや、ここで無くてプラネットの方で整備してきます

よという表現になっていくのか。この辺の防災。その拠点における厨房のいろんな防災だけで

なく、普段の活用から、いろんな御意見こういうものがあろうかと思います。それを踏まえて

現時点でどういうふうに捉えているのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

ご案内とおり清里地域資源活用法交流促進施設、これにつきましては、町民会館ということ

で、防災の観点からは避難所として指定もしてございます。厨房の関係の御質問かと思います

が、現在ご質問の中でもあったように、レトルト食品で対応という部分も多々あるというふう

なことでございます。狭隘さの関係をおっしゃったと思いますがこれですね。推移を見ながら、

どういった形でというのもありますんで、今後考えていかなければならないものかというふう

に思っております。おっしゃるとおり、プラネットも避難所の指定をしておりますので、町民

会館だけではなくて、町内各所の避難所の関係の点検もですね。今後していかなければならな

いというふうに考えております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

防災だけで考えれば、そうこともあるんですが、日常使っている目的も他にあると思います。

そういう中での要望も十分にある中では使用頻度、割合、そういうものから考えて、ある程度

できるものであれば、改善していく余地が可能な構造なのか。あるいは大規模改修なしに可能

なのかどうなのか。検討する予定があるのかないのかについてもお伺いをしたいと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 大規模改修につきましては、施設は、補助金が入っているといった施設でもございますので

そういったことが可能なのかどうかも含めてですね。検討させていただきたいというに思って

おります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 補助金にかかわってくるような大改造でなくて、部分的にそこの範囲を超えることの無しの
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改造ですよ。言葉の表現はあまり愚痴愚痴言わないでですね、考えて検討してみる気あるのか。

こういう話ですよ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 要望等住民要望等も踏まえながら全く考える余地はないということではないということを御

理解いただきたいというふうに思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ということであれば検討してやります。あるいはこういう形の中での対応ではどうでしょう

かっていう説明は、いつかの時点であるってことですね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 まあ、なかなかですね。御質問に明確に答れと、今答れというのは、なかなか難しい判断で

ございますので、今後検討させていただきたいということでご理解願いたいと思っております。

それがあの施設の単なる１配置替えや機器の更新で済むものならばできるということあります

し、施設を大規模に改造してということでは、なかなか難しいところもございますというお答

えしか今はできないことをご理解願いたいということです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 予算審議なんですよ。今、聞いてるのは。こういう形の中に流れてきて、大改造しないで、

一部改造でもして要望がある、環境に対してきちっと検討してみるという意思があるのかない

のかって聞いていたのに、今なかなかそれは難しいです、即答できませんと言って、即答しち

ゃってるんですよ。そうじゃなくてどういう理由でしたら、できないならできないかとか、こ

ういう検討しましたよという報告はいつの時点からあるんでしょうねと。今即答してなんて言

って無いですよ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 いつかの時点で検討した結果をお答えするということはできますので、御理解願いたいと思

っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設費 ７３ページから７４ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

８目町民活動施設費 ７４ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

町民活動施設の使用料及び賃借料。この土地の契約関係について委員会等でもいろんな論議

があったと思うんですが、今年度も同額の予算提示がされているわけですが、その後の状態等

のいろんな推移で考えておられるのか。お伺いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町民活動施設管理運営費の土地使用料４９万５千円につきましては、パークゴルフ場用地の

使用料でございまして、積算の根拠といたしましては、土地面積１万６,３７９平方メートルに

対しまして、反当り３万円の基礎根拠で積算してものでございます。委員会におきましても、

価格が高いのではなかろうかという御意見もいただいておりまして、ただそのときにもお答え

いたしますが、土地を貸し付けいただいている方にもいろんな御不孝等もございましたので日

を改めてということで、委員会の方では報告をさせていただいております。まだ契約しており

ませんので、今後この予算の範囲内で相手方と一部協議をしながら契約してまいりたいという

ふうに思っておりますので、よろしく御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） 

 今年度の予算について、長年、賃借という形で今来ているかと思うんですが、これ契約年数

が現時点では、５年あるいは３年というか、５年という環境で、現在推移されているのかなと

思いますが、その任期はいつ切れるのか、そしてまた今後そういうものの環境の中でどういう

対応をされていこうとしてるのか。これは長いこと、年数が経っていると思うわけですが、将

来にわたって町民のために、この環境を維持するということであれば、相手方があることと言
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いながら、購入すべきものは早い段階で購入すべきだと思いますし、どうしても相手方が、売

買を拒むといいますか、なかなかそういう要件にいかない難しい問題があるとすれば、私はあ

えてこの部分に契約する必要はないという捉え方を逆にするわけですがこの辺の考え方につい

てお伺いをしておきたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 今契約しております内容は、５ヵ年契約で本年期間満了ございますので、先ほども申しまし

たが、今後お話し合いの中で金額についてまた契約期間について、そして相手方の意向があれ

ば、売買ということも含めて、今後十分相手方と協議をして進めてまいりますし、議会とも十

分協議をさしていただきたい。このように思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 現時点でそういう今年度が、契約がちょうど更新の時期ですよということの中では、非常に

大きな節目のときかなという時で、町側としてどういう姿勢で再契約をしようとしているのか。

賃貸でそのままいこうとするのか。売買という方向にいこうとするのか。あるいは期限をもう

一度きった中で協議を進めていこうとするのか。進めていこうとする時にまた５年という契約

を持って考えていくのか。あるいは１年という契約を持って、その中でいろんな方向性をして

いくのか。単純にその継続性だけの話ではなく、この問題については、私、パーク場が悪いと

かということじゃなくて、町が使用してこういう環境の中で、最低限本当に必要だというもん

であれば、取得をしないとならない。あるいはその折り合いがつかないとすれば、江南パーク

ゴルフ場もあるわけです。あるいは清里町内ではいろんな施設の下をコースに使ったりしてる

わけです。そういういろんな意味で、考えた時にどうあるべきか。いろんな角度から、最善の

方法を真剣に検討していただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町といたしましても適切な価格において売買で買い求め出来ることであるならば、最も望ま

しいというふうに思っているところでございますが、相手のあることでございますので、先ほ

ど申し上げましたとおり、金額の部分、期間につきましても短い期間にできるかどうか、その

辺も含めて、相手方と十分協議をさせていただきながら、進めてまいりたいというふうに思っ

ております。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 しつこいようですが、必要だとしても結果的に駄目だった時には、そのままでいくのかとい

うことなんですよ。私は町の施設としての必要性度合いをみる必要はありますよ。そういうい

ろんな角度の中からひとつ真剣に論議を進めていっていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 本年度につきましては、お話し合いの中でいろいろありましたときには、４９万５千円で、

契約をしてまいりたいと思っておりますが、期間また売買時の金額等、相手方がありますので

充分協議をさせていただきまして、議会とも協議をしてまいりますので、ご理解を賜りたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

 

○３番（勝又武司君） 

 町民活動施設の管理運営の事業についてですけど、この施策の審議資料ですか。この中に屋

内の競技場遊技場ですか。これらのことについて、書かれている訳なんですけど、外壁とかそ

ういうものもちょっと補修されまして、実際にじゃあどういうふうに活用していくんだという

ようなことが打ち出しされてないような気がするんですよね。どんなふうに今後使っていくよ

うな考え方の中で、ここに事業内容なりそういうものを述べられたのか一つ説明の方をお願い

します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 屋内遊技場の活用の点でございますが、現在は主に野球少年団などのトレーニング施設とし

て利用しております。今後につきましては、野菜生産農家の直売だとか子供たちもあそこに行

って自由に遊べるとかいろんな施設の活用方法を検討してまいりたいというふうに思っており

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 
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○３番（勝又武司君） 

野菜も最近なんていうか品数も大分増えまして、盛んに買い物に来ている部分が、近隣の町

村からも見えられています。そのことなんですけど、野菜の即売をそこで大々的にやらなくち

ゃいけないような状況で、ほんとにそれほどの数の野菜が出てくるのかと言ったら、それもち

ょっとどうかなと思う部分ですが、そのことはまだ今のパパスのスペースの中でやれる部分か

なと思いますので、それとはまた違った形で新たな一つの活用の方法ってものをきちっと見出

して、いろんなことを将来にわたってきちっと使ってもらえれば。そうであったからあそこを

残して、補修もかけてきた部分があるんですから、そういうことはきちっと打ち出していくべ

きじゃないかなと思うんですけど、そこについて見解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） 

 札弦地域、神威地域には、札弦、神威の町づくりネットなども組織化されてきておりますし、

また野菜生産者農家におかれましても、現在道の駅の方にたくさんの野菜を出店していてくれ

ています。また六次化の補助をもらった事業者の方々も、そこで生産されたものを出店してく

れる形でいろんな部分での盛り上がりが高まってきております。 

今後につきましては、例えば土曜、日曜の部分での定期的な野菜市を屋内遊技場を使いなが

らやるとか地域の方々のまちづくりに対する御意見の中でいろんな使用方法のアイディアが出

てくることを期待しつつ、町としても支援してまいりたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

他無ければ、次に移りますが、よろしいでしょうか。 

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。 

７５ページから７６ページです。 

（「なし」との声あり） 

質問がな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。 

                             休憩  午前１１時２１分 

                             再開  午後１１時２５分 

○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・一目商工振興費 

７６ページから７７ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 商工振興費で何にも出ないこと無いかと思うんで。この商工振興費、商工会関係、非常に予
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算的には多いように見えるんですが、コミュニティーセンターの償還金維持費を除いて、本当

に商工会事業そのものに対しての補助の目玉って言いますか。事業の目玉ってこれ、どこに重

点を置いているのかなと。この辺についてこれですよって、改めてちょっと教えていただきた

いというか、認識させていただきたいんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 商工振興対策事業費全体では、３,６７３万２千円ありますが、どの事業も重点的に進めてい

る事業ではございますが、その中でも商工振興事業費補助の８００万円は、わくわく商品券の

関係の補助でございまして昨年、議会のほうとも十分協議をさせていただきながら、補助率の

改正等も含めて町の活性化など商店街の活性化のために重点的に行っている事業でございます。 

また、地域企業支援事業の商工会補助の９７８万４千円につきましては、商店会等の活性化の

ために日夜ご努力されております商工会に対する職員の人件費等に対する一部補助ということ

で補助しているものでございます。コミュニティセンター建設資金は、提出いたしましてこれ

らの資金が商工振興事業の主な重点的な補助ということになってございますので、御説明させ

ていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 改めてこう考えていきますと、商品券。この事業は最大目玉かなと思うわけですが、それ以

外の部分については、それぞれ事業関係を考えたときに、この商工事業の中での進め方の何か

ポイントが無いのかな。非常にウエイトの置き方というか展開の方法が無いのかなと思うんで

す。 

特に、今言われた商工振興費の中で大きな部分が、わくわく券の関係なんですが、そのほか

に例えばイルミネーションですよね。このイルミネーション、これ確か緊急対策でやった関係

のやつだと思うんですが、ここの資料の中でも緊急対策分については、特認事項で１０割補助

で、植樹帯中にあるイルミネーションかなと。緊急的にやったんだけど、緊急的に見えないん

ですよね。普段見てもなかなか前から商店街の囲い１軒１軒にあるやつが非常に良いと。そし

て、このイルミネーション事業が、特認で毎年４０万出していかなければ維持ができないとい

うあたりは、どういう感じなのかなと。もうやってしまったことですからあれですけども、こ

のことよりも町内の５差路におけるポケットパークに自治会中心になったイルミネーションが

１部ありますが、あの部分を役場職員が庁舎前でやっているぐらいの大きなイルミネーション

で再構築をしてですね。植樹帯におけるやつを撤去するなりして、逆に全体は明るくしようと

思ったんだけれども、なかなか明るくはなってないような気がする。明るくなってない分、各

店の上にある部分でＯＫにしてですね。ポケットパークやあるいは他の方法で大々的にイルミ

ネーションをやって一括集中型で展開をしていくという。逆を言うとこのイルミネーションが
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今年度で終わりですよと言えば、話は変わりますけども、何年間も今後も続けていく形をとっ

てすれば、この大変になっているこの部分をですね、私は商工会補助じゃないだろうと。これ

はもう町として全体であれば、どこで予算使っても良いんですけども何ていうのか、商工会の

ためにやっているかという発想じゃなく地域振興もありますよって、もう少しなんとはなしに、

この本当に商工会のためにつけている予算、そしてやっぱり町民全体のための予算。こういう

ものも活用の中で、この予算にあたってその辺の取り組み方考え方今後に向けてですね。どう

いう方向でいくのかちょっとお聞かせを頂きたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 イルミネーションの補助につきましては、以前から１０万円の補助をしていたところに、昨

年緊急経済対策で実施した特認事業という部分で３０万円上乗せして、４０万円予算を運用し

ているところでございます。あの緊急経済でやったイルミネーションの明るさが若干暗いので

ないかというお話、御指摘でございますが、太陽光の電球を使っているという部分もございま

すし、若干の明るさが欲しいのかなという部分はございますが、以前から暗かった商店街が明

るくなりまして、多少賑わいも取り戻すことができたということについては、イルミネーショ

ンの効果は十分発揮されているというふうに思っているところでございます。 

次にポケットパークのところなどに、全体として大きなイルミネーションの設置をというこ

とでございますが、いろいろなイルミネーションの設置の仕方はあろうかというふうに思って

おります。今まで住民協働という形の中で進めてきている経過もございますので、またポケッ

トパークにつきましても、自治会等で設置していただいている部分もございますので、今後そ

の辺どういう形で整理して町を明るくしていくのがいいかということにつきましては、十分検

討させていただきたいと。このように思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 課長の今の答弁の中で、町並みが十分明るくなったという見解は、町民皆さんの思いですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町民皆さんに確認しているわけではございませんが、設置される前から比べればはるかに明

るくなったというふうに思われております。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 最後にしますけど、暗くはならず明るくなったかもしれませんが、効果としてどうだったか

ということを十分に検証されて、より良い環境になるように最善の方法をとっていただきたい

と思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 町並みのイルミネーションの関係又はポケットパークの関係等含めて、総合的に十分検討し

てまいりたいというふうに思いますのでご理解賜りたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

話はガラッと変わりまして、その商工振興費の関係の中でですね、この活性化の中で空き店

舗とかそういう事業を町がいろんな形でやっていますが、現状としてやっているその人方の予

算の組み合わせを今年度計画していくという説明があったように思うわけですが、その辺の下

準備のための予算というのは、今年度設けなくていいのかあるいはどういう捉え方で、前に進

もうとしているのかだけお伺いしておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

商店街活性化事業の店舗改修補助事業並びに店舗出店等支援交付金事業住環境づくり推進事

業の住宅リフォーム事業につきましては、３補助事業すべて来年の３月で終了ということでの

要綱で進めているとこでございます。３要綱ともにただいまいろんなところから見直しの部分

も出てきております。 

空き家の関係、廃屋の関係いろいろ出てきておりますので、２７年度当初に向けては、総合

的な要綱の検討見直しも含めて、進めてまいりたいと思っております。なお、本年度の予算計

上につきましては改修事業につきましては、５００万円。それから店舗を出店補助事業につき

まして本年度は１件３００万円。そして住宅リフォーム事業につきましては、昨年と同じく３

０件、１件３０万という事で９００万円の予算計上をしてところでございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

商工振興費の部分なんですけど、去年の審議資料の中の事業内容説明と今年を見比べても特

段これはといった変わった所がないわけで、確かに消費を外へ出さないようにしていくような

こと自体がかなり難しい目標なのかなという感じがするんです。ただ少しでもそれを食いとめ

ていくために、事業取り組みをして来た訳なんですけども、今やってみて効果があがらなけれ

ば、やはり次に向けてはまた違った形でって。あの手この手と言ったらおかしいですけど。そ

ういう風にしない限り、改善されていかない部分なのかなって感じるような部分なんですよね。 

そのことも含めて、先ほどの新しい店舗の出店の関係。また店舗の改修なり、住宅リフォー

ムというお話が出ましたけど、その店舗の改修も含めてだけでしたら、店舗改修のお金を出し

たからって、この補助金のお金だけで出来るわけでない。自分でお金を出して改修して、次に

向けて頑張ろうという気構えのお店屋さんが本当に何件あるんですかって聞きたくなるような

部分じゃないかなと思うんですよ。まあ確かにこういう事も必要なのかもしれませんけど、店

舗出店だからといって、今回３件また予算をつけて、何軒か出店されたような部分もあります。

その中で毎年のようにそういう形で予算を組んでも、それほど新たに店舗を構えてやりますと

言う人もそうそういないんじゃないかなと。そうなるとすれば、また違った形でやっぱり既存

のお店屋さんにある程度どういうことをしていったらの消費が外に逃げたりなんだりしなく、

手助けができるのだというものをきちっと検討しなくちゃいけない部分じゃないかなと思うん

ですよね。 

確かに町民の買い物も今、車ですぐ走っていけばね、大きな大型店舗のある網走だとかすぐ

行けますから、なかなかその足どめも難しい部分なんですけど。そういう形でいろんな工夫を

するような中で、町民がやっぱり地元で買い物していこうという１つの意識が芽生えて、少し

でも地元のお店屋さんを無くしては、だめなんだという気構えに立つのではないかと。 

まず、是非ともそういうような部分がきちっと喚起されるような事業の取り組みを望みたい

ところなんですけど。そういうことも踏まえて、いろいろと反省に立った形の中で、次に向け

てはやっぱり事業展開を変えていくっていう部分を考えるんですけど。そこらへんについてど

う考え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） 

 昨年度わくわく商品券などの補助率も大幅に改善しまして、また中小企業融資の貸付枠や貸

付利率も昨年度から変えているということもございまして、本年度商工会からの予算要望にお

いても大きな改善を求められているものは少なかったわけでございます。 

 その中で店舗改修事業につきましては、来年の見直しをかけて参りますが、商店街の中で活

性化のときに借りた資金が今年度なりに償還が終わるので、それまでの間は大幅な改修ができ
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ないということもありまして、来年度から改善することによって商店街の改修事業などの借り

入れもできるという話をお聞きしているところでございます。 

また、店舗出店事業につきましては、平成２３年度から実施しておりまして、２３・２４年

は予算をつけて、３件あったわけでございます。昨年については、残念ながらなかったわけで

ございますが、本年度につきましては、今のところ１件出てくるのではないかという御相談も

ありますので、本年度はまた出てくるのかなというふうに期待をしているところでございます。 

その中で、購買力が町外に流出するという部分をいかに食いとめるかという話でございます

が、先般市街地自治会連合会の中でも、町内での購買力を高めるためにもお話がなされたとい

うこともお聞きしているところでございます。それらの話につきましては商工会の方にもお話

を伝えているというところでございます。従いまして、今後は商工会と行政、そして地域住民

との関わりの中で町内での購買力が高まるよう町としても最大限努めてまいりたいというふう

に考えてもらいますので、ご理解賜りたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

今、外へ流れている分の購買力をなんとかその食いとめるためにいろいろな方策もとられて

いるところですけど、商品券事業については、幾ら商品券を有利な形で出しても、買い物する

買い物の店が無いなら終わっているわけです。そういう根底から町民の購買のものをやっぱり

地元でという意識が高まるような、じゃあしたらどうすればいいんだということになっちゃう

わけなんですけど、私そのことをやっぱり少しでもいろんな形で事業展開していく。なかなか

今お店を新たに始めるって、網走にも昔、問屋さん３つも４つも５つもあった問屋さんが１つ

しかないと。そうなると新たにそのお店さんをやれるような人というのは、ほとんど難しい部

分となるって。やっぱり既存のうちの町のお店屋さんを守って行かなくてはいけないという見

解に立たなくてはいけない部分なのかと思うんですね。そのことも含めて、検討のほどよろし

くお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 先ほども申しましたが、商工会、地域住民と行政と一体となってですね。購買力を地元で出

来るように、努めていきたいというふうに思っております。議員さんが言われる通りでござい

ます。お店がなくなって１番困るのは町民でございますのでその辺は十分理解した上で、努め

てまいりたいというふうに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） 

 畠山英樹君。 
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○５番（畠山英樹君） 

コミュニテイセンターの関係なんですが、これお聞きするというのふうな形になろうかと思い

ます。償還金それから維持補助、補助というような形で金額は出されて具体的には細かい数字

が出た試しが無いということは、議会が聞くというのでなくて町として監査が聞いて、確認を

しているというような、捉え方でよろしいのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 コミュニティーセンターの償還金につきましては、平成１０年に建設いたしまして、当時元

金１億６,６８８万円を借り入れいたしまして、５年据え置きの１５年償還をしているものでご

ざいまして、年に２回の償還でございます。年間合わせて、１,０７６万６千円の年償間隔でご

ざいます。現在、平成２５年度末現在の未償還額は、５３８３万７千円最終償還を完了するの

は、平成３０年度の段階で償還金全部完成してゼロになるという償還計画となっております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 償還金の関係については、当然そういうどこかの決まりであるんだろうなというふうに思っ

てますが、もう一つの関係維持補助の関係であります。当然毎年出てきてますし、これ決裁が

すべて清里町の監査によって進められているのかなと。それを確認したいんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 償還金の監査については、補助金の方については、町のほうで直接、監査というのは行って

おりませんが、毎年度実績報告が上がってきておりますので、その実績報告に基づいて処理を

しているという現状です。毎年度商工会なり行って領収書や請求書チェックまでは、直接はや

ってないというのが現状でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 そうするとお互い話し合いの中でという部分だけ。これは町の監査が入るとかという方法を

とれないという方法なんでしょうか。 
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○議長（村尾富造君） 

 町の監査において商工会の方に補助している金額の中身を確認したいということになれば、

それは、監査ができるものでございます。そのときは商工会の方からの支出帳票等をいただき

まして監査委員さんに中身を十分チェックしていただくということが可能となってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君 

 

○５番（畠山英樹君） 

 それじゃあここで聞ける部分の維持管理に係る予想される内容がわかりましたら教えてほし

いんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ７５３万２千円の町からの補助金の内訳でございますが、人件費について１９６万３千円。

次に通信費７万５千円事務費。雑費としまして３万円。施設管理に伴う水道光熱費が３０８万

５,５００円。消耗品費４５万円。委託金として１３５万円。あと小さなものがございますが、

総額で７５３万２千円となります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 わくわく商品券は、先ほどもこう質問を受けていたわけですけど、この事業についても、数

年実施されているわけです。私もこの事業について賛成をいたすところでありますけども、し

かしながらこの先ほど御答弁の中でもあったように、この地元で買い物をとどめることは、な

かなか難しい時代だなと思ってるわけです。そういった中でやはり根本的に商店街をどうして

いくかとそこら辺非常にこういう町村は、難しいわけで、しかしながら清里の商工青年部だと

か盛り上げ隊だとかそういう若い人たちが中心となって頑張っている姿も今回、ゆるキャラだ

とかそういった事業も取り組んで本当に情熱的に商店街をどうしよう、町をどうしようと、し

っかりと今頑張っているわけであります。この今回の消費の中に当てはまるかどうかわかりま

せんが、やはりそちらの頑張っているそういう若者たちにもっともっと勉強する機会を与える。

そういった中でこう支援をしていくと。そういった部分で、私どもは、要望になるんですけど

是非ともやっぱり考えていただきたいなとそんなふうに要望しているとございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 町長がいいかな。答弁要望だから。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 只今商店街で取り巻く環境、本当に厳しい状況を十分に認識させていただいております。そ

うした中でも若者たちが一所懸命になって、いろんな取り組みを今始めてきております。何と

かこの力をですね。地域の活性化また商店街の活性化に導いていけないかなというような気持

ちは全く同じでございまして、せっかくあの頑張っている若者でありますから最大限努力する

ような方向で、そういうグループ等もいろいろ調整をさせていただきながらどういう方法が具

体的にいいのかということを含めながら、やっていかなきゃならんなと思っておりますので、

またその時点が来たらですね。御協力方よろしく御指導を含めてお願いを申し上げたいという

ふうに思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ここで昼食のため休会といたしたいと思いますが、よろしいですか。１時半まで休憩をいた

します。 

                             休憩  午後１２時 ６分 

                             再開  午後１３時３０分 

 

○議長（村尾富造君） 

 午前中に引き続き質疑を再開いたします。 

６款商工費・２目観光振興費 ７７ページから７９ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 委託料のことで神の子池維持管理事業費のことについてお伺いいたします。神の子池を去年

は、希少動物の調査。今年度、外周園路設計にですね。３７０万という予算がついております

が、この管理事業に関してですが、これ私の１つ要望でもあるのですが、トイレは現在、確か

ぼっちゃんトイレだと思うんですが、私も何回か行きまして、なぜかこう汚れているのが目立

つなという思いがありました。その中で各いろんな観光施設を訪れたときに、やはりトイレを

きちんと整備をされているところが数多くあります。あそこの場所的に結構、中に入りますん

で難しいと思うんですが、簡易水洗的な物でも何とかならないものかなと思いながら、何回か

行くたびそういう思いを抱えてきました。その辺のことを町としてはどういうふうに考えてい

るのか。お伺いしたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 本年度予定しております。神の子池外周整備につきましては、トイレ等の部分についての改

修は含まれてございません。従って、今年度すぐトイレの改修ということは、難しいわけでご

ざいますが、今後神の子池に来るお客様随分増えてございますので、今後全体整備としてトイ

レ等も含めたものをどうするかにつきましては、今年度で協議をさせていただきたいと思いま

す。ただし先ほども前段で申し上げましたが、本年度の神の子池外周工事の中にはトイレの改

修工事等は含まれていないということに御理解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） 

 神の子池維持管理事業費っていうことで質問をしたんですけど、各清里町内さくらの滝とか

交流人口が増える中で来ている方が多いと思いますので、さくらの滝に関して、部所は違うん

ですけども、そういった観点からですね。トイレというものをもう少し考え直して全体的に考

えてみてはどうかと思いますので十分協議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） 

 さくらの滝につきましては、草刈業務等の経費が見込んでございますが、あそこにつきまし

ても、駐車場として利用しているところが町有地以外であるということでございまして、その

点の整理も含めながら、全体的な改修整備をするかというふうにつきましては、今年度協議を

させていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 関連ですけど交流人口と今、池下議員が言いましたさくらの滝の関係ですけど、あの周辺の

草刈だとか駐車場の整備というので、民間の土地だということなんですけど、町として整備し

ていくのにはやっぱり民間の土地も買い求めて町が管理したり、まあ舗装にするなり、交流人

口につなげるためには、必要でないかと思いますが購入の手続だとかそういう考えはないのか

お聞かせ願いたい。 

 

 



177 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 神の子池の現在、駐車場として利用している部分の土地につきましては、斜里町にあります。

サクラの滝のこの駐車場につきましては、斜里町の個人の方が持っている土地でございます。

昨年土地の売却等については、御相談に行った経緯もございますが、賃貸でお貸しする部分に

ついてはどうぞご利用くださいということでございますが、売却するという意思は、余り感じ

られなかったところでございます。それで、トイレ等の構築物の建築につきましては、やはり

賃貸の土地に建てることは難しいなということもございまして、今後あの土地については、相

手方もあることございますので、その辺も十分、相手方と協議しながら全体的な観光拠点整備

部分を進めてまいりたいと思います。まだ、舗装部分につきましては、砂利道でございますの

で全体的な計画の中で検討を進めてまいりたいとこのように考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 あそこまで行く道路の関係は計画になかったですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 サクラの滝までのアプローチ道路につきましては、地権者であります農業関係の方からも過

去に要望もありまして、進めるべく検討しております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 はいわかりました。用地の関係も粘り強く交渉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） 

 各種イベントを地域イベント支援事業の産業まつりについてお伺いしたいと思います。緑ヶ

丘公園で実施されていたわけですけど、昨年モトエカ広場で開催され、今年度もモトエカでや

っていくことになるのか。今後ともずっとそういうような形になっていくのかとお聞かせいた
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だきたいなと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 昨年緑ヶ丘公園でやっていた会場を、モトエカ広場のほうに変えて実施したところでござい

ます。実施が終わってから出店された方などにアンケート調査を実施いたしましたところ、平

らな所で大変にやりやすいと。テントの立て方などについても便利だという好評を得ておりま

すし、それから手押し車などで押してくる方もおりますが、その方についても緑ヶ丘公園によ

りもスムーズに流れていくと。そのようなことを考えますとモトエカ広場の開催がよろしいん

ではないかという総体的な御意見でございましたので、町といたしましては、実行委員会とか

アンケート結果も踏まえて、実行委員会の意見も踏まえながら、最終的にモトエカ広場で開催

していくというこ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） 

 アンケート調査等で使いやすいということで、来年以降も検討してくるということなんです

けどそうなると今緑ヶ丘にある舞台ですね。ステージは去年、車を借りてきて仮設の舞台でや

ったわけです。あれらの移転も今後考えてくれた形になってくるのかそこら辺どうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 公園管理の関係もございますので、ステージの移設等については、ここで答えることはでき

ませんが、モトエカ広場に関する分につきましては、緑ヶ丘公園ですと駐車場がないという不

便なところもございますが、モトエカ広場は、広い駐車場もあるということ、それから今先ほ

ど話しましたアンケート調査の結果等も踏まえて便利がいいということで、モトエカ広場を考

えているところでございます、しかしながらステージなどが無いという部分はございます。昨

年も大きな車を持ってきて、ステージ替わりにしてやるということも可能でございましたので、

そのような形で進めていくことが良いのかな、むしろ便利なのかなということで考えてところ

でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

質問がなければ次に移ります。よろしいですか。         （「はい」との声あり） 

３目 オートキャンプ場費 ７９ページから８０ページ。 

（「なし」との声あり） 



179 

質問がなければ次に移ります。 

４目 江南パークゴルフ場費 ８０ページから８１ページありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

ここで説明員交代となりますが、商工費で質問漏れがありましたら受けたいと思いますがよ

ろしいですか。ここで説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

                             休憩  午後１３時４１分 

                             再開  午後１３時４５分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。 

５款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費、８１ページから８３ページ。 

ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

なければ次に移ります。 

２目道路新設改良費、８３ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

２項都市計画費・一目公園費 

８４ページから８５ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がありませんので次に移ります。 

３項住宅費・１目住宅管理費、８５ページから８６ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ８５ページ、住宅管理費の中ですね。公営住宅の管理事業費についてお伺いいたします。住

宅管理に関しましてはですね。建設に関して２５年度の繰越事業ということで、補正予算でで

すね。建設事業をやったんですがこれは、８,６７０万という金額で、３棟４戸ということでや

っております。建てることは別に反対はいたしませんけども、こういうふうに公営住宅を建て

るということは、需要があるから建てる訳でありまして、その反面ですね。ここ３年ぐらいほ

とんど使われていないという公営住宅もあると。このことに関して今までですね。どういった

方策をとっているのか。この辺をちょっとお伺いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

 



180 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただいま議員ご指摘のとおり、特別公共住宅におきましておおむね３年ほど空き家が続いて

いる物件が１件ございます。これにつきましては大変難しい問題もあるんですが、今我々のし

ている行動と致しましては、毎月の募集のときに来られた家庭に対してのなぜ開いているかと

いう説明責任がありますので、その辺を説明させていただいて、その上で入居の方法お勧めし

ているのが、現在行っている行動でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 当然入りたいという方がいればそういった説明、これ当然理解致しますが、３年間空いてい

るいうのはちょっとどうなのかなと思いまして。事故があった場所というのは、なかなか難し

い問題でありますけど、民間でやっているアパート経営、マンション経営をやっているところ

を考えてみるとですね、３年も開けておくなんて考えられない。これが実態ではないかなとい

うふうに思うので、なかなか策が無いって言うのは、私自身も理解はするんですが、やはり住

宅というのは使わないとないとどんどん老朽化いたしますし、そういった観点からもですね。

早急にこういう事は、この次も無いようにですね。いろいろとや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（藤代弘輝君） 

 議員おっしゃるとおり、せっかくお金をかけて建設して、空き家が続いているというのは、

大変好ましい状態ではないと考えております。それで先ほど申し上げましたとおり、毎月の募

集の中でお勧めして、その中で最初から拒否されなくて検討させてくださいという方が何名か

でおられます。残念ながらその検討結果、入居に至ってないのですが検討させていただきたい

という言葉で、我々としては少々期待を持ってしまいまして、これらで３年間過ぎてしまいま

した。それに致しましても、このままずっと空き室が続くというのは、好ましい事でありませ

んので何かしら今までも考えておりますが、また続けて考えて行きたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ次に移ります。 

田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今の件でありますけれども、そういっためったにありうる事のない事項。しかしながらこう、

現実的にそういう実態があるわけで、契約時のときに、民間は、不動産会社との契約にもそう

いう事故の場合には、やっぱりそれなりの保障というかを契約の中に盛り込まれているわけな

んですけども、公住の賃貸契約の場合にはそういった事故があった場合のそういう家族に対し
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ての損害賠償とかそういう部分についてどうなってます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただいま御質問ですけど、想定してない部分でもありまして、契約の中で細かくその部分の

保障関係っていうのは、契約書の中で謳っておりません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君 

 

○８番（田中誠君） 

 いろいろ複雑な時代も迎えられてきて、やはり今後そういった部分についても検討する余地

があるのかなとそのように感じています。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 今までたまたまこういうケースがなかなか無かったことから、そのへんの詰めた協議ができ

ていない状態ですので、ただこれからいろいろなケースがやはり出てくると、生活体系も変わ

ってきますので、その分加味してですね、今後契約内容についても検討してまいりたいと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、契約内容について、今後検討するということなんですけどもちょっとお聞かせしてほし

いのは、その契約期間というものをどのように設定しているのかなと思ったところですけども

説明願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 契約の終わりの期間については、特に定めございません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

先日の一般質問ではないですけども、住みかえということでいろんな部分での関係上、その

もし仮に年次契約で５年間１０年間の契約であれば、契約更新のときに何らかの何といいます

か、住み替えのアプローチづけというのは可能かなと思うんですけどもそれについてどう考え

ますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 住み替えとなりますと、例えば、高齢者等が入居された時には複数で入られていて、単身に

なった場合等のお話かなと考えますが、入居時点で世帯の体制が変わった中での住みかえを強

制する事は今のところございません。ただやっぱりこれから高齢化社会、どんどん進んでまい

りまして、入居時のまま複数の広い住宅にお一人でお住まいになっているケースがこれから増

える可能性はありますので、その時点に関しましては、住みかえ等のお話をさせていただくこ

とが今後でてくる可能性はあると考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 その契約期間っていう設定は、公住だとか町営住宅はないんじゃないのかなと思うんですね。

なぜこういう指摘したかというとやはり契約社会になった時に、今後そういう対応も出てくる。

というかそういう対応の仕方が１つの選択肢が動きとして出るのではないかなと思うんですけ

ども。ここでお答えは出ないんですけど、そういう形で今後検討していただきたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただいまの御意見も参考にさせていただいて、今後の検討に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） 

関連して１つ。ちょっと今は契約の問題についての論議ですけど事質、３年間が経っている

というこういう環境の中で、やっぱり是非公共物の使用を目指していくために具体的にですね。

３年間入居者がいないと問題点も出てきていると思うんで、思い切ったリフォームをするなり、

内装張り替えをするなり、あるいは特別な方法がとれるのかどうなのか。家賃の問題、いろん
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なことを考えて、とりあえずその居住関係に対する努力の仕方を思い切った形の中で、とれる

範囲内で努力をしていただくことの方が将来に向かって必要かなと思うですが、この辺につい

てどうでしょう。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 建物に関しての傷みっていうのはございません。ただやっぱり精神的な部分での入居を希望

されないと思います。ただこれから３年間入居者がいないという実態がありますからその辺、

精神的なものや修繕も含めてですね。何とか入れる方が入ってもいいなと思えるような方策を

考えてまいりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 公営住宅に関して私質問いたしましたけど、先ほど言った住宅の空き状況とかそういうこと

ではなくて、今現在単身者が入っている羽衣第１、南、そこそこ戸数がありますけども、たし

か４０歳という年齢制限が設けられているんですが、こういった高齢者が多くなってどんどん

どんどん年をとった方が増えてくる中で、この制限を改めるという考え方はないのかと。その

辺いかがですか。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 現在管理しております単身者住宅につきましては、一応内規といたしまして、おおむね４０

歳という年齢を設けています。これはやっぱり最初に、単身者住宅を建設した時に入居者をど

うみるかというところで、若い方がなかなか住むところがないことで、単身者住宅を進めてま

いりました。それでおおむね４０歳という制限は、どこまでを若者をどうするかというところ

で設定がされたと思います。ただ現実的にまれにですが、その年齢を超える方での申込は、何

件かありました。ただ全体的な件数としては少ないもんですから、詰めた協議っていうのがな

されなく今日まで至っています。ただ御指摘のとおりこれからですね。どんどん生活体系も変

わってきています。結婚する年齢も上がってきますし、それによってある程度、年齢が高くな

った方の単身もこれからと想定しなければならない時代に来ていると思いますので、今後検討

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） 

 私の周りもですね。５０歳を過ぎて一人で住んでいる方がたくさんおります。今課長おっし
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ゃったように生活環境がずっと変わってますんで、こういったものを変えるのであれば是非で

すね。４０歳から４５歳とかというそういう細かなものじゃなくて大きなくくりで。５０歳過

ぎても良いですよ、５５歳でもいいですよと。そういった考えの中でやっていただきたいそう

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 公住の入居基準はもう相対的に考え直してですね。なるべくそういう隙間で入居できない部

分というのを無くすような検討で進めてまいりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

この件についてでありますけども、私も相談を受けたことがあるわけです。課長のとこにも

相談に行ったかと思うので、そういった中で年齢制限。これはやはり早急にですね、検討して

進めていただきたいなと私からも強く要望していきたいと思う。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 スピード感を持って検討させていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

では次に移ります。２目 住宅建設費８６ページ。 

（「なし」との声あり） 

ここで土木費が全部終わりましたが、７款 土木費で質問漏れがありましたら、受けたいと思

います。 

（「なし」との声あり） 

ここで説明員交代となります。 

暫時休憩いたします。 

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・一目消防費 

８６ページから８７ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 
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○１番（前中康男君） 

 どこで質疑するのかは定かでないんですけども、ドクターヘリに関してなんですけども。昨

年の末に当町でドクターヘリ利用というか、事故に遭いましてその態勢があったんですけども、

その態勢の中でヘリポートと言うんですか。対応の仕方は、今回初めての稼働という形で、た

またま私も現場の近くにいてヘリコプターが来たんですけども、流れとしてどのような形でヘ

リポートの確保あるいは今回は札弦センターを利用したんですけども、その駐車場における車

の移動等々も消防署の方々の中で対応したんですけども、一連の流れほんとに最初の動きだと

思うんですが、その辺をこの場で少し説明してほしいと。 

あとそのドクターヘリ、１市８町でしたか。あの１００万円の負担金でドクターヘリを運用

するということで昨年対応したわけなのですけども、その時のドクターヘリを要請するときの

対応、その現場におけるその基準というものがあるのか無いのか。この場合は、ドクターヘリ

を呼ぼうという判断、多分現場での判断なのかと思うんですけどもその２点、当町における判

断においてのヘリポートの確保体制。例えば本町であればここで受入だとか例えば緑であれば

緑の各拠点があると思うんですけども、その辺の対応のシュミレーション等々整ってはいると

思うんですけども、ちょっとその辺説明をお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 分署長。 

 

○消防分署長（二瓶正規君） 

 ただいま質問のドクターヘリ運用の関係でございますが、清里町にはヘリポートということ

で１２カ所の設定をしてございます。場所につきましては、町民グラウンド、緑ヶ丘公園の広

場、レストハウス清里の駐車場は広い部分がございますのでそちら。それと学習センターの駐

車場、モトエカ広場、町民会館の駐車場。それと清里町の各学校のグラウンドですね。それと

札弦センターの駐車場ということで合計１２カ所の設定をしてございます。ただですね。ヘリ

コプターなものですから、プロペラが回るものですから土の上ですと、埃が舞ってしまうとい

う部分もございます。極力現場に近いところにランディングポイントということで設定するん

ですが、今回の場合、もともと緑の小学校をセッティングしたんですが１１月という時期でグ

ランドもぐちゃぐちゃになっていたという部分があり、救急車等も入れないというような状況

であり、急遽変えまして、札弦センター駐車場ということでセッティングしたんですが、基本

的にやっぱり舗装になっているところが、一番いいのかなというふうには思っております。今

セッティングしている１２カ所の中で、学習センター駐車場と札弦センター駐車場。こちらが

車の台数等、移動も比較的しやすい場所と考慮し、ここが常に使えるヘリポートかなというふ

うにこちらでは考えております。 

２点目の出動基準の関係でございますが、これにつきましてはですね。特に厳密な基準を設

けているというわけではございませんが、救急隊が出た段階でドクターヘリの必要だという判

断をした段階で、ヘリの要請をするということになっております。ヘリコプターにつきまして

は、ドクターヘリばかりでなく防災ヘリもございますので、状況によっては防災ヘリを活用す

るという部分もあります。ドクターヘリについて、防災ヘリもそうなんですが、ヘリコプター
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は有視で運行するもんですから、余り遅い時間なると運べないという部分もございます。現実、

昨年のドクヘリの運航につきましては、日没間際いうこともございまして、実際出来なかった

わけですが、時間の制約等あるものですから、緊急を有する場合については、救急隊の判断に

おいて、ある程度要請をかけるというふうになっ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） 

 本当になぜっていう疑問があったのですけども、そういう状況下で有視界飛行区分の流れの

中で引き返しですか。まあその時確かドクターと看護師さんは残られて隣町の斜里国保の方に

搬送になったと話は聞いております。 

昨年来に新日本大震災以降、広域ドクターヘリ活用運航の中で、交通事故も多くかなり重度

の交通事故等々の場合に、有視界飛行が確保されていれば、現場でのヘリポートとして対応で

きるという航空法改正がたぶん１１月に出たという話を聞いてまして、当町でそういうことは

無いに越したことはないんですけども、そういった時に連携のとれた道路封鎖だとかそういう

対応になってきたことも同じように検討するのかどうか。しなければならないんですけども、

そういうことがドクター側でもドクターヘリを運航してパイロット側からもあるだとか、こち

ら側からの要望の場合もあるのかなと思うんですけども、そういうような対応も同じようにシ

ュミレーションできるのかどうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 分署長。 

 

○消防分署長（二瓶正規君） 

 ドクターヘリのランディングポイントの関係につきましては、指定が１２カ所ということで

行っておりますが、状況によっては、近くの道路ということで実際に下りているところもある

ようです。それにつきましても交通状況等もございますので簡単にはいかないのかなというふ

うに思っております。これにつきましては、道路であれば関係省庁、警察。こちらとも協議を

しながらという形になろうかと思いますが時間がかかるということもございます。民地の草地

だとかそういう部分を活用出来ればあるんでしょうけども、ただ救急車はどうしても近くまで

入れなきゃならんと言うことがあるものですから、その畑を荒らしてしまうとかそういうこと

もありますので、そういう場合の保障だとかという問題も出てくると思います。そういう部分

も考慮しながら検討していかなければならないというふうに思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

他よろしいでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

これで、消防費終わります。 
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○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を開始いたします。９款教育費・１項教育総務費・１目教育委員会費。

８７ページから８８ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。２目教育諸費 ８８ページから９０ページ。ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。２項学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで、一括質疑を行います。

９０ページから９３ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。３項中学校費・一目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑を行います。

９３ページから９５ページ。 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今年度プールということで事業推進するわけですけども、中学校のプール事業をそれに向け

てどのように対応するのか。その辺説明してほしいんですけど。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 町民プール整備につきましては、現在、実施設計を行っておりまして、その建設に向けて準

備中ということでございます。常任委員会でも御説明いたしましたが、平成２６年度におきま

して事業採択がなされた場合には、平成２６年度の補正対応ということで事業実施させていた

だきたいということで予定をしているところでございます。従いまして、またこの関係につき

ましては事業実施が確定しているわけじゃないということで、御了解いただきたいと思います。 

その上で事業が実施されるというふうになりましたら、計画といたしましては現町民プール

跡地に建設をしていくということで予定をしておりますので、平成２６年のシーズン中は現施

設の使用は出来ないものというふうに思います。そうなりましたら対応と致しましては、光岳

小学校のプールを活用し、代替施設として利用をしていきたいと現在予定をしております。学

校の事業関係で、中学校並びに清里小学校につきましても調整をし、光岳小学校なりのプール

で授業をさせていただく予定をしています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

今説明で光岳小学校のプールを活用していくという話なんですけども、光岳小学校のプール
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もかなり劣化している現実もあるんですね。シャワーも使える所と使えない所と。その辺も確

認しながら、そういう形に進んだ場合に重々検討してほしいと思うんですけど。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 町民プール整備事業を実施された場合につきましては、併せまして代替施設へとなります光

岳小学校のプール等の補修等も合わせて実施をし、活用していきたいというふうに考えており

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） 

 な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９５ページから９６ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ９６頁の社会教育総務費の中のスポーツ文化施設管理運営事業費ということについてお伺い

します。これ相対の中で２,５６２万ということなんですが、今年度町民プール管理業務に５６

５万１千円。また、町民プール管理運営事業費２０５万３千円と組んでおりますが、これは、

国の補助金が決定した段階で、減額補正を行うというふうに理解してよいのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 先ほど申し上げましたとおり代替施設としては、光岳小学校を考えておりますけども、管理

につきましては、このスポーツ文化施設管理協会の方に業務委託をする予定をしております。

その中で業務内容ですね。実際の現在ある町民プールと代替え施設との業務内容比較をいたし

まして、必要であればその措置をさせていただきたいというふうに考えています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ということはあれですか。今私が挙げた２つの金額は、そっちの方に割り振りをするという

ふうに考えていて構わないということですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 管理部分部門につきましては、同じようにオープンする限り必要になりますので、その振り

かえをさせていただくということになります。人的な配置等振替をさしていただくということ

で考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ次に移ります。２目・生涯教育費。９６ページから９８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。３目・生涯学習総合センター費。９８ページから９９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。 

４目図書館費。１００ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。 

５項保健体育費・１目保健体育総務費。１０１ページから１０４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。２目トレーニングセンター費。１０４ページから１０５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。３目町民プール費。１０５ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

４目スキー場管理費。１０５ページから１０６ページ。 

（「なし」との声あり） 

次に移ります。 

５目学校給食センター費。１０６ページから１０８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

ここで、９款教育費が全部終了しました。教育費で質問漏れがありましたら受けたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

トレーニングセンターの管理。これ業務指定管理してるわけですが、一生懸命運動健康維持
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の利用をしている実態があるのですけども、その中でいろんな施設の利用マナーって言います

か、非常に悪い部分が見受けられる環境が最近聞こえることが多少ある。これも十分に基本的

なマナーの啓蒙、あるいは指定管理をしている人方あるいは利用者に対してですね。啓蒙をし

ていかないと。利用割合が減っていくのでは困ると思いますんで、その辺を踏まえた対応ある

いはそういう現実を把握されているのか。そういう面での対策をとられているのか。確認をし

ておきたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 各公共施設体育施設の利用状況につきましては、逐一委託しております管理協会より日報等

の報告を受けていくところでございまして、そういったマナーの部分についても報告はこちら

にあがってきております。そういった中で施設の職員にも注意を促していただいていることが

度々ございますし、施設内にですね、張り紙等をいたしまして、そういったことの無いように

ということでの注意喚起を促しております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 利用されることは良いことなんですが、公の施設こういう問題も十分にあります。また、個

人の問題等もあります。いろんな環境の中から対応可能な限り、それらの対応も行っていく環

境にあるべきだというふうに思いますので、今後ともよろしく対処をお願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） 

 町民の皆様が気持ち良くですね、利用できるようにということで常日頃指導もしております

し、なかなかそういう改善がされない場合につきましては、町の職員が直接ですね、対応をす

るなり、そういった環境整備に努めて参りますので、今後も引き続き行っていきたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 給食費の関係でありますけれども、この行政方針もございますけれども食材費の高騰、それ

から消費税という部分の中で、保護者の負担が増えていますよ。そして何とか軽減を図ってき
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ますよと言う文章が書いてあるわけでありますが、これ参考のために給食の改修度合い、それ

からどこまで値段が上がったのかっていう部分、教えていただければと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 学校給食費につきましては、その食材費部分につきましては、保護者からの負担ということ

で、学校給食法の方で定めがございます。従いまして、係る経費についてはそれぞれの保護者

からの負担ということでいただいておりますけども、給食費の方の未納につきましては、本町

におきましては、全て納めていただいておりますのでそういったことはございません。時たま

ですね。月が遅れて職員が電話なり、訪問なりで催促をして納めていただくというケースは過

去にございますけれども、最終的にはすべてを納めていただいている状況にございます。 

 今回の給食費改定にあたりましては、平成２１年度に改定をいたしまして、５年間経過して

おります。その間主要な原材料であります小麦等が上昇しておりまして、このままでは子供た

ちのきちっとした栄養を管理する上で食材費を賄うことが難しいということで、今回の改定を

させていただくわけですけれども、加えて消費税率が４月から８％に上昇するということで中

身といたしましては、今回、給食費の要綱の改定でそれぞれ小学生、保育所、幼稚園は、２３

０円から２４５円。中学生が２６０円から２７５円。それぞれ１５円の価格を改定させていた

だきます。内訳は先ほど申し上げた価格原材料の上昇に伴う部分がおおよそですが８％程度。

それで消費税の改定分３％ありますので、この部分で７円ということで、合計１５円改定をさ

せていただきます。 

そこで改定をした後、保護者負担の軽減と子育て支援ということで、今回新たに軽減実施要

綱制定をさせて頂き、現状の子供たちに関しては、現状の価格を据え置きということで措置を

させて頂くということでございますので、理解をいただきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

ちょっと参考までにお伺いしているんですが、プラネット公演。９８ページ。毎年、２回公

演ということで３００万予算付けをしてるんですが、２回の公演というのは、なかなか有名人

でもない限り集客が難しいのかなという部分があるんですが、今月の１５日に、みのやさんと

いう方がやったと聞いておりますが、約２００枚程度ぐらいしか売れていないという状況の中

で、３千円で２００枚というと６０万程度で、公演に関して最初っから金額設定をしていない

場合もあるという話を聞いたんですが、その辺はどうなっているか。その実績に基づいた出演

料でいいですよということを聞いたんですが、その辺どうですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 平成２５年度におきましてプラネットステージ公演は、みのや雅彦ライブを合わせまして３

公演実施しております。一番最初は、６月に押尾コータロー、アコースティックギターコンサ

ート。さらに１０月に、いっこく堂スーパーライブというものをそれぞれ実施してございます。

これらにつきましては、総体経費を町が負担しまして、出演者への出演料は、定額での契約を

しておりますけども今回、みのや正彦ライブにつきましては、入場料３,０００円×人数分は、

当事者本人に行くという中身で、その他の経費、ケータリングと言っていろいろとお世話する

っていいますか。そういう経費ですとか宣伝等の経費については、町の方で負担をするという

形式での実施となっております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 これ3回やったっているのは、要するに３００万の予算で、余ったからやったというふうに

解釈していいんでしょうか。ずっとこの３００万が続いておりますけども、３００万で毎年余

っているのか、足りないのか。そのへん前の年が足りなかったら、次の年は多少多めにという

ことでやっていくのかもしれないですけれども、ある程度有名人を呼びますと高額な出演料と

いうことになってきますが、やはりこういった過疎地に住んでおりまして、そういった公演を

楽しみにしている方も数多くいると思うんで、今後もなるべく集客率の上がるようなゲストを

呼んでやっていただきたい。こういうふうに願っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

この公演事業につきましては、例年２公演ないし３公演また節目の年におきましては、記念

事業という位置づけの中で予算も増額し、実施をさせていただいております。平成２５年につ

きましては、清里町１１５年開町７０周年ということで予算４５０万円の中で、３事業の実施

をさせていただき先ほど申し上げた３公演を行ったところでございます。 

その中でこの実施は、町の予算のみならず、北海道文化財団というところの指定事業を行う

ことによりまして、そちらからも補助を受けられるということで、その公演を実施した場合に

若干余裕ができるということで通常２公演を予定する中、予算あるいはこれまでの公演の経緯

などをいつも御協力いただいておりますステージスタッフの方々と共に検討いたしまして、可

能な範囲の中でできる公演ということで今年度の最後に、みのや雅彦ライブをさせて頂いてき

た経緯でございますので、２６年度につきましては、３００万円という予算の中で実施してま

いりたいと。出来る限り有効に活用した中、魅力的な公演を行ってまいりたいと考えておりま
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すので、ご理解頂きたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問がな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

質疑いたします。１０１ページから１０９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。１１款予備費・１項予備費・一目予備費。１０９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。 給料費明細書、１１０ページから１１８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。継続費。１１９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。債務負担行為、１２０ページから１２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。地方債１２４ページから１２５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

以上で一般会計歳出の質疑を終わります。ここで説明員交代となります。 

２時４５分まで休憩いたします。 

休憩  午後 ２時３２分 

                             再開  午後 ２時４５分 

 

 

○議長（村尾富造君） 

 開始いたします。一般会計歳入の質疑を行います。１款町税１１ページから１２ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 町税の見込みについては、常任委員会の方でも報告がございましたけど、うちの主たる産業

は農業ということで農家関係の税金収入ですか。そんな部分での見込みというかね。それにつ

いて、再度説明をお願いしたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 町税全体について御説明をさせていただきたいと思うんですが、今回の町税につきましては、

地域経済が大変厳しい中でございますが、農業所得は顕著な推移をしているということで、今

までの実績それから収納状況等々鑑みまして、今回８６０万円ほどの増額という形で予算計上

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） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 そうするとまず農業情勢という部分で、そしてほかの部分に関しては、今までどおりという

ような推移の見方をしているっていうのでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今、議員のおっしゃたとおりで、他のものにつきましては、ある程度現状のまま推移してい

るというふうに私の方は推計しているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

質問がなければ次に移ります。２款地方譲与税。１２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がな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。１２ページから１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

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。 

１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。９款地方交付税１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。１０款交通安全対策特別交付金、１４ページ。 

（「なし」との声あり） 
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次に移ります。１１款分担金及び負担金、１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。１２款使用料及び手数料。１４ページから１６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。１３款国庫支出金。１６ページから１８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。１４款道支出金。１８ページから２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。１５款財産収入。２０ページから２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。１６款繰入金から１７款繰越金まで一括質疑いたします。 

２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。１８款諸収入２１ページから２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。１９款 町債２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

以上で一般会計歳入質疑を終わりますが、一般会計の歳入全般で是非質問漏れがありました

ら受けたいと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 ９款地方交付税についてお伺いします。ちょっと心配されるのが昨年、職員の給与の関係で、

そのことが地方交付税に影響するような一時ちょっと噂も流れており、その辺の部分で情報を

つかんで推計された数字なのかどうなのかということをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 昨年度職員の給与の関係で、総務省が職員の給与のラスパイレス指数が国家公務員以下でな

ければ交付税でペナルティーがありますよというようなふれ込みがあったんですが、そういっ

たラスパイレスを国家公務員以下にしなければ、交付税を減額するという実態としての影響は

ないと。今後どうなっていくか若干見通しは不明なところがありますが、今のところ計算に入

れた積算ではないということであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 どの部門かわからないで確認をさせていただきたいのですが、ふるさと納税の関係ではここ

で聞いてよろしいでしょうか。いいですか。２５年度の金額とそれから２６年、これ予算で取

れるかどうかと、これはどこの数字を見ればいいのかと思ってますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ふるさと納税につきましては、納税という名はうっておりますが、実態は寄附金でございま

すので歳入には上げておりません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 収入ということで質問していいんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今、実績につきましては、今資料を出しておりますで、少々お待ちください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 １２万５千円でございます。 

 



197 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 この関係で納税をすると清里の場合、何か特典があるのかなと。それについてお聞いておき

たい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 清里焼酎を送らせていただいております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 これは１件につき、何本という計算でしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 寄附された金額に応じた形で、焼酎の本数を変えて送付させていただいております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 参考までに１２万５千円、何件だかちょっとわかりませんが、何本送られたのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 具体的な本数につきまして調べなければわからないところでありますが、必要であれば後程

報告させていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 
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○５番（畠山英樹君） 

この関係については、当然国の政策というふうにもともと当然お金がたくさんある方と言い

ますか、納税する方が自分の町に納税しないで、選ばれた町に寄附をできるという一つの方法。

１００％は控除できないわけでありますが、かなりの率で控除される。どうせ税金払うんだか

らどこかの町に納税を希望するという物の考え方であろうかというように思います。清里の場

合は、目的が４つか５つあってその中から選びなさいよというような書き方をしてたわけであ

りますけれども、これらについても、今幾らの金額で焼酎を配るというお話をされたんで、私

の思っているぐらいには期待をするところでありますが、もう少し差し上げてもいいのかなと。 

そして、いただいた１本２本の部分、焼酎会計にでも収入として入れないのかな。そうする

ことによって、給付した方についてもそれなりの特典がある、そんな国で考えてくれた心遣い

をこの町が、もう少し心遣いを良くしてあげれば、まだまだ数は増えるのかな。ちょっとイン

ターネットで調べますと特典が多かったら、びっくりするぐらい来ているという話であります。

全部１００％清里町に有効に使いたいという部分はわかるわけでありますが、お返しをするそ

れは極端なこと言っても５割、お返しをしても残り５割です。極端にそこまでいけとは言わな

いわけでありますが、そんなお互いの気を使った中の政策なら清里でもう少し気を使えるかな

というふうに思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 御案内のとおりふるさと寄附金につきましては、ふるさと寄附金要綱によりまして、４点ほ

どの使い道を指定させていただいております。これらの中身は、賛同された方々に御寄付をい

ただくというのでございますので、大切な寄附金また大切な心を大事にした形でお返しについ

ても考えてきていきますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

2点ほど。今のふるさと納税の関係については、ただお願いするっていうか今回焼酎リニュ

ーアルもしますし、あるいは焼酎だけでなくて、いろんな農産物もあるかと思いますんで、シ

ーズンを通して、例えば１回だけじゃなくて、年間通してお礼をしていく。あるいは収入だけ

のことじゃなくて、この機会にぜひその清里町をＰＲし、親しんでもらう。これはふるさと納

税だけでなく、全ての関係で見直しかけて清里会なども当然のように関連してくると思うんで

すが、決して多い数字ではないと思いますし、そういう環境にひとつ努力を高めていただきた

いなと思います。 

それと１５ページの関係農林水産業使用料の関係で収入見込みなんですけども、たとえ前年

度よりも約８９万５千円少なく見られてということの主なものというのは何が要因されている

のかなと。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 牧野使用料でございます。 

 

○４番（加藤健次君） 

 主にですか。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 はい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

先ほどの件数の関係、御報告申し上げます。件数につきましては、平成２４年度には４件、

平成２５年度には５件の実績でございます。ご案内のとおりふるさと寄附金につきましては、

寄付金要綱によりまして、５千円以上の寄附金をお受けするといった形になっておりますので

御報告申し上げます。以上でございます。 

焼酎の贈呈の関係つきましては、まだ時間をいただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。基本的には、１万円から４万９,９００円までが浪漫倶楽部２本でございまして、それ

を基本としてやっております。５千円の寄附金からお受けしておりまして、今までの実績で申

し上げますと１万円から４万９,９００円までの方に浪漫クラブ２本を贈呈しているという実

績でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 その辺については、委員会でよく協議してください。以上で一般会計歳入の質疑を終わりた

いとよろしいですか。説明員交代のため暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ３時００分 

                             再開  午後 ３時０３分 

 

 

○議長（村尾富造君） 

休憩を解いて質疑を開始いたします。 

議案第１６号 平成２６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。１３７ページから１４４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。歳入１３３ページから１３５ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 

これで平成２６年度清里町介護保険事業特別会計予算については終了いたしました。 

 

次に議案第１７号 平成２６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。１５７ページから１６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。歳入１５３ページから１５６ぺージ。 

（「なし」との声あり） 

 

以上で平成２６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終わります。 

続いて、議案第１８号 平成２６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。１７５ページから１７６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。歳入１７３ページから１７４ページ。 

（「なし」との声あり） 

以上で平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について終了いたします。 

続いて、議案第１９号 平成２６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。１８５ページから１８７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に、給与費明細書及び地方債１８８ページから１９６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。歳入１８３ページから１８４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

以上で平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計をついて終了いたします。 

次に議案第２０号 平成２６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。２０５ページから２０７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。給与費明細書及び地方債２０８ページから２１６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。歳入２０３ページから２０４ページ。 

以上で平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について終了いたします。 
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次に議案第２１号 平成２６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。２２５ページから２２８ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ２２５ページのですね。職員給与費に関してお伺いいたします。先日の特別会計の説明時に

３名増えるということで職員給与費が上がっているわけですが、この３名程度増えた中で、今

年いよいよ焼酎もリニューアルして、本格的に町もやるぞと言う町長も意思表示もありました

けどもこういった中で、この３名の方の中で営業を専門にやるんだという人員をしっかりと配

置しているのかどうか。この３名の中にそういった人が含んでいるのかいないのか。その辺ち

ょっとお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 今回、１名新規に採用いたしましたのは、２年後に定年退職を迎えられる方がおりますので、

その補充という意味合いで、本年度の１名は新規採用しているところございます。今回採用職

員は、醸造学科を卒業してきている人間ではございますが、本格的な焼酎の仕込み等の経験は

ございませんので、今年度１年は先輩職員からの技術の伝授をすることも含めて、３名体制に

はなりますが、この者を営業に配置するとかそういうことでは無くて、今までと同じように事

務的な部分から仕込みから営業からすべてを３人体制で行っていくという考え方をしておりま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

もう１名増えて、醸造に関しては連携してきているということなんですが、先ほど前日から

加藤議員が質問しておりましたけども、やはり焼酎に対して本腰を入れてやるのであれば、い

かに営業が大事かということが大前提だと。そんな中で所管が産業課になり、グループ制のも

とでやっておりますが、現在までの焼酎に対する取り組み方で、今後の姿勢が今までと変わら

ないのであれば、正直言ってリニューアルしても余り効果がないような気がします。町長も町

政執行方針の中で述べているとおり、焼酎に対して４０年間やってきた中で、今年リニュ―ア

ルをするんだと。であるならば、本腰を入れたそういう人員配置、人員体制、トップの体制。

そういったものを根本的に考えていかないと。焼酎で今こうやって、お酒を飲んでいる方がど

んどん少なくなっている中、売れると思わないですよ。正直申しまして。産業課長に向いて言

っていますけれども、本当に町全体で取り組んでいかなければならない。清里って何と言われ
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たら、焼酎って皆さん答えるはずであるならば、もっと真剣に考えて前向きにやっていただき

たい。そこが一番大事だと思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただいまの件でありますが、全体的な人事のことがありますから、どうこうとなかなか答え

るのは難しいわけでありますが、基本的には御質問があったような内容十分に認識をして行き

たいというふうに思っております。 

つきましては、今回が一つの勝負になるだろうと。私もそういうふうに認識をしております

と。そういう中において、販売営業や管理部門を強化するというような形の中ですね。そうい

う体制をしっかり取っていきたいというふうに新年度からは考えておりますので、ご理解を頂

きたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

昨年来からですね。東京の方からわざわざこの焼酎に対して、デザインやカメラマン等いろ

んな方に来ていただいて、協力いただいておりますよ。そういった中で今、町長もおっしゃい

ましたけれども、本腰を入れてやるんだとするならば、あそこに焼酎工場があり、横にレスト

ハウスがありという状況を考えた中で、やはり焼酎に対する物の考え方、売るばっかりじゃな

くて、交流人口は増える中で、信用してもらうっていう部分も当然これ、絡んでるわけですよ。

であるならば、試飲室の問題。ただその辺の部屋で飲むような試飲室では、だめなんですよ。

やっぱり売るためには、試飲したら必ず買ってもらえるスタイル。そういったところも全部ひ

っくるめて、今はレストハウスが休業してますけども、３名ということで進めるのであれば、

試飲室をぜひ作ってもらえるような検討もしていただきたい。それがすべて清里の焼酎に対す

る根本的な考えになるのじゃないかなというふうに私は思います。 

町長が今述べたとおりですね。全身全霊を傾けてやって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） 

 人員の体制等については、先ほど申したような中で最善を尽くしていきたいというふうに思

っております。 

また焼酎の販売の関係でありますけども、直接的な直売所をどういうふうな形で求めていく

かという部分についても十分に検討していきたいと思っております。今現在は、レストハウス

の方が休業をしておりますから、焼酎工場そのもので販売を行っておりますが、決して広いと
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ころではなくて、狭隘な廊下を使ってやっているというようなこともありますんで、職員に持

ちかけてどういう形が方向性も良いか検討してもらっている最中でありますから、そういうも

のが本当に必要なのかどうかということも含めながら一定の方向性を出していきたい。 

そしてまた、その状況の中で議会の意見も聞きながら、より良い姿に持ち込んで行ければと

いうふうな思いでおりますので、ご理解をいただきたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

この焼酎リニューアルをしてですね。９月の産業まつりから売り出したいという考えである

と聞いていますけど、もう３月です。あと半年しかないんですよ。であるならば、このリニュ

ーアルした商品をどうやって戦略を立ててやるのか。これから考えるなんて遅いですよ。正直

言わしてもらうと。 

確かに人事の問題はありますよ。３月から４月にかけて人事異動はありますよ。しかし、や

はり町長が述べたとおり、トップであるならば、本来はこんな時期に考えるとかそういうこと

じゃなくて、本来はもっと事前からやっていかなければならない。私はそういう感覚でいてほ

しいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それぞれの進め方でありますから、議員さんが見て遅いとそういうふうな御指摘であります

が、我々としてもただ漫然としてきた訳でなくて、全体の中を考えながらこの時期に至って、

私も決して早いとは思ってません。決して早いとは思っていませんけれど、でもそういう対応

の中で、今ここに至ってるということでありますんで、全身全霊で頑張っていきたいという思

いは一緒かなと思います。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） 

 今、町長から販売に関しての答弁がありました。製造に関してなんですけれども、新しいボ

トルになり、製造過程の中で詰め込みだとかがあるんですけど、これは産業課長に答弁して頂

きたい。その辺に不都合がないのかどうか、従来であればラベル張りだとかありますけども、

この容器が変わることによって瓶詰めのラインだとかいろんな部分が多分変更になるのかなと。

そこら辺は重々わかりながら進めていると思うんですけども、その点不備がないのかどうかだ

け説明をお願いいたします。 

 



204 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただいま瓶の型を業者の方に発注しておりまして、それが今月２０日に納品になる予定でご

ざいます。その型とともにサンプルの瓶が何本か来ますので、そのサンプルの瓶を実際に焼酎

工場のラインに乗せてスムーズに流れるかどうかということ検証した上で、瓶の予算が議決さ

れましたら、４月１日以降の早い時期に発注してまいりたいというに思っています。今、型が

出来てサンプルが納品された段階で、実際に清里町の焼酎工場の台に乗せたときに、大きく支

障が出るということは無いというふうに思っておりますが、それを検証した上で進めてきたい

と。それが、問題なければ４月１日以降の早い時期に瓶並びにラベルとか箱とかすべてのもの

を発注して、６月中旬期はすべての物が納品になって瓶詰に入って、９月に間に合わせていき

たいというスケジュールで進めておりますことをお知らせいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 技術的な製造ラインの軽微な変更は多分考えられるのかなと思うんですけども。キャップっ

て言うんですか。コルクって言うんですか。その変更もありますんで、その辺のライン上今回

の予算等々でもありますけども、そんな形は提示できてないですけども、そのときの対応は補

正なり組んで対応するという形になるんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 型が納品になりましてサンプルで試運転をしまして、不都合が出てラインを変えなければな

らないというふうになった場合については、補正で予算組をすることとなります。当初予算に

新しい瓶にかかわる購入費並びに新しいブランドデザイン変わりますとラベル、箱、それらの

ものの、資材費につきましては、当初に組んでございますので早速４月に、早い時期に発注を

してまいりたいというふうに考えてございます。基本的には、サンプルの瓶が納品になってラ

インにかけて不都合が出ないということで今思っているところでございますが、万が一どうし

ても不都合が出た場合には、補正も含めて検討してまわらなければならないと。不都合が出な

いで進めていけることを今進めているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

なければ次に移ります。給与費明細書２２９ページから２３６ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。歳入、２２３ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 

以上で特別会計予算も質疑、６会計が終わったわけでございますが、特別会計の６会計で歳

出歳入、それぞれ質問漏れがありましたら受けたいと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

ちょっと１点だけ。先ほど質問をすれば、良かったんですけど。集落排水事業の関係の２目 

施設管理費の中の札弦の堆肥化施設の関係。ここに汚泥の肥料の売払い収入ということで、５

千円ほど上がっているわけでございます。これは過去にも何回か質問もあったんでないかなと。

ただ収入が５千円ということでそれにかかる部分というか、そういう物のいろいろこの中に紛

れて、どの程度かかってと言うのが明確じゃないんですけど、実際ペイをするって言ったらお

かしいですけど、そういうような状態は全然ないんじゃないかなと思ってます。そこで、もう

そろそろ違う形で、どういうふうにしていくんだというようなことも考えていかなくちゃいけ

ない時期に来ているのではないかと思うんですよね。最近、予算関係等も選択と集中という形

で、やはり効果の出るようなもの集中していくと。そういう観点で考えると、きちっと事業の

目的だとかそういうものが、はっきり達成されて、効果がどういうふうになってるっていうも

のが見えないと。やる、やらないものをきちっと判断してやっていかなくちゃいけないかなと

思うんですよね。その部分で５千円がどうこうという部分でないんですけど、きちっとやっぱ

り５千円しか売払いなくても、きちっと機能を果たしているんですよと言うことが明確に見え

ない限り、やはり新たな方向とかそういうものを、模索していくべきじゃないかなと思います

けど。そこら辺についてどのように考えているのかお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今御質問ありました堆肥化施設につきましては、平成１４年に工場建設いたしまして、

平成１５年から稼働しておりますのでおおむね１１年間を経過いたしました。 

その中でもともと建設の時には、その肥料をつくって売ることを目的とした施設ではなくて

汚泥の安定処理を目的として建設しております。ただその中で余剰分の汚泥が出てきた部分は

販売することで、３年前までは約２００体ほど販売しておりました。ただ現在のところ販売は

行っておりません。若干余剰分のストックはわずかな部分ですがありますので、その分で５千

円という金額で歳入の方で計上させていただいております。 

あの施設全体の考え方につきましては、御質問を受けましたとおり建設して１１年です。計

画は遡りまして、平成１０年に計画を始めたと記憶しております。そうなりますと、そのころ

思い描いていた汚泥処理の理想と現実との中で、建設当時はどんどんどんどん集落排水で汚泥

が出てきて、それを安定して処理するために必要ということで建設いたしましたが、現在のと
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ころ汚泥の量は、人口減がありますんで、なかなか増えてこない現状にあります。まして施設

の管理の方もなかなか難しい。身近に参考とできる施設も無いものですから、手探り状態で始

めたこともありますんで、なかなか難しいことが現実あります。 

ただ現実として、施設もございますので、当面の間は現状の運営の方法を続けてまいりたい

と思います。今後はまた新たな処理方法、整備などの事業も出てくるかも知れません。その辺

を注意しながら進めてまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

建設当時の部分と状況が変わったという説明があったわけですけど、建設後１１年というこ

とで施設等の補修もそこそこあるんじゃないかなと思います。それで、余り動いてないという

ことであれば、壊れないからどうしようもないのかなと思ってますが、それも含めて古くなれ

ば当然そういうものが出てくる部分で先ほど、お話がありましたけどどんな時点でどういうふ

うに変えていくんだということをそろそろ段取りすべきかなと。 

ただ私的に思うのは堆肥という当初の目的がきちっと達成されてないっていう部分でそれを

有効に利用してもらえる形の方法での糞尿汚泥ですか。それ以外の形で利用してもらえる形も

うちは農業の主体の町ですからね。そういうような方法等もあるんじゃないかなと思うんです

けど、そういう部分で検討された形の中でせっかくつくったあの施設ですのでやはり無駄にな

らないような形の利用方法等を模索するべきかなと思いますけど、そこら辺どうでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 当面運営していく上でも、やはり運営していくうちでのコストは、当然問題あってくると思

います。それで今現在かかっている費用は、需用費で電気料と水道料はかかってますけど、そ

の年によって、やはり１１年経過していることで機械も壊れますので、それの修繕料はその年

によってかかっています。ですからこれから運営していくうちで、どこで見切りをつけるかと

いう考えもありますが、当面はそこそこの修繕料で修繕していけるうちは続けてまいりたいと

思っていますが、全体的な修理となりますと、やはりかかった費用に近い金額の修繕費が発生

すると思います。ただその時点では、やはり全く違った考えを起こさなければならないと考え

ております。またもう一つ質問ありました現状の下水道汚泥のみの処理をいたしますが、それ

以外の部分の材料を使った汚泥発酵を目的した施設の建て替えも含めて、今後考えなければと

考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 
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○３番（勝又武司君） 

 もう一度確認しておきたいんですけど、今売り払いするんであれば少し量的なものはあるこ

とと言われてましたけどね。何年間前に見さしてもらった時になかなか売り払いするような形

の量まで持っていけれない。今もそういうような形で続いているということで、理解していい

ですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

施設が出来まして販売を始めた当時からできた製品が余っているという状態ではありません。

ほとんどすべて変装にして使います。その変装量は、一定ではなくて、なぜならばそのときに

できた汚泥の水分量によって、水分量が多ければできた完成品の量を増やして合わせた形での

水分量調整でいくのですから、なかなか余ってくる状態ではないです。建設したときには販売

しますというふうに周知したものですからそれで販売は３年前までは続けてまいりました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 詳しいことってあまり、僕も理解していないですけど見せてもらった時に、水分量のことは

説明もいただきました。実際に水分が多くて発酵が進まない点であれば、水を抜く方法はなん

ぼでもあると思うんですよね。そういう部分で、収入売払収入もない中でお金をかけて行くと

いうことは中々難しいのだけれど、効率が悪いという事であれば、効率が良くなるような方法

をとってこれなかったのは、何でだったんだろうかなと感じるようなところがあります。 

ただ人の町の事は言いたくありませんけど、いろいろ苦労しているところもありますので、

やっぱりうちの町についても、苦労をしない形で進んでいただきたいなと思う訳ですけど。 

 

○９番（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 汚泥の政策方向について、現在は１００％自分のところでできた製品を変装材としてやる方

法を当初からとっています。確かに副資材を別に求めるという方法もあります。例えば麦わら

等を細かく砕いて、それを副資材として混ぜると思いますが、その検討をした時に、またその

副資材をつくるための設備というのが必要となります。その分のコストを下げて、自分のとこ

ろで出た製品で賄うことが一番コスト的に良しということで進めてまいりましたが、技術的に

現実にやっていきますと下水道汚泥はなかなか発酵しづらいのです。発酵しづらいものをやは

り安定的に発酵させるのはなかなか難しいものだというものを実感しております。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 先ほど質問すれば良かったですが、介護保険特別通常会計の歳出の方でお聞きしたいのです

が、１３８ページ。居宅介護サービス給付事業費の中でサービス計画給付金、負担金がこれ１,

６００万円ついているわけですが、たしか説明の時にケアハウス等という話をされていたと思

いますが。ちょっと具体的にどういったことなのかを伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長.。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 居宅介護サービス計画給付費負担金。この居宅介護サービス計画というのは、ケアプランの

ことでございます。毎月々の要介護者要支援者のどういったケアが必要かという事をケアマネ

ージャーが計画立てます。それについての報酬ということでございます。御理解いただきたい

と思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

よろしいですか。以上で、各会計の予算質疑を終わります。 

本日はこれで延会といたします。 

明日は、各会計予算全般にわたる総括質疑から始めます。 

１３時からの再開となります。本日は御苦労さまでした。 
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平成２６年第１回清里町議会定例会会議録（３月１９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。 

   議案第１５号～議案第２１号（各会計予算案の質疑） 

   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 

   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 

   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 

   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 

   意見案第３号  安心できる介護制度の実現を求める意見書について 

   道外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） 

 

 ●予算審議説明員補助者 

  総 務 課 企画財政Ｇ    総括主査 三浦  厚   主 査  宮津 貴司 

                 主 任  土井 泰宣 

  町 民 課 町民生活Ｇ    総括主査 清水 英勝   主 査  阿部 真也 

        税務・収納Ｇ   主 幹  鈴木  敏   主 査  永野  宏 

  保健福祉課 福祉介護Ｇ    主 査  水尾 和広 

  産 業 課 焼酎Ｇ      主 幹  松浦  聡 

  建 設 課 上下水道・公住Ｇ 主 幹  岡崎  亨   主 査  荒  一喜 
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                             開会 午前１３時００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、２番池下昇君、３番勝

又武司君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

日程第２ 一括議題となっております。 

議案第１５号 平成２６年度清里町一般会計予算から議案第２１号 平成２６年度清里町焼

酎事業特別会計予算までの各会計予算について総括質疑を行います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 総括質問に入る前に冒頭一言申し上げたいと存じます。平成２５年度の町政執行方針並びに

平成２６年度の町政執行方針を確認させていただいたことは、言うまでもありません。しかし、

中身の内容があまり変わったものがなかったんじゃないかと言っても過言ではないのかという

ふうに思っております。それも当初予算計上２５年度が、５５億３,９０６千円であり、平成２

６年度当時の予算総額は、５６億３,９８５千円であります。比較してみても余り変わっていな

いわけでありますが、目玉としては、町民プールの整備事業があげられます。今後は、国の交

付金、道の助成金補助金などを利用して、各事業に前向きに真摯と執行していただきたいと存

じます。 

また、平成２６年１月２６日コミュニティーセンターにおきまして、市街地連合自治会での

まちづくり対話懇談会がございました。このときには、町長も出席しておりますのでご理解と

存じます。懇談会には、７自治会から約３０数名が参加している中で、連合自治会会長より６

項目の提案がございました。内容は次のとおりであります。まちづくりの対話懇談会１つは、

道路排水路及び団地の整備について。２点目は、少子高齢化対策について。３点目は市街地活

性化について。４点目は、昨日も予算審議中に話題になりましたレストハウスの件。５点目は、

緑の開路の取り組みについて。６点目は、除雪ボランティアについて。ということで全般的に

町長は懇談会で前向きに考えていくということで、ご答弁をされていたのだというふうに思っ

ております。 
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それでは、早速総括審議に入りたいと思いますが、私も６項目ほど質問をしたいと思います。

第１点目は、第４次清里行政改革大綱について伺いますが、平成２６年度が最終年度になり 

ます。簡素で効率的な行財政運営を基本に、公共施設のなどの改修計画を策定して向けて取り

組んでいくということでありますが、今後どのような考えを持って進めていくのか伺いたいと

思います。 

２点目は緑清荘、パパス、緑の湯３カ所の入浴施設が当町にはございます。来月から、４月

消費税が３％あがりますので８％になります。そこで入湯料も一律現在は３８０円ですが、幾

らか、上がるわけですが、現在使用している入浴券で、４月以降もそのまま入浴できるのかで

きないのかこの点を伺いたいと思います。 

３点目でありますが、ＴＰＰについてであります。国は国民に対し、参加をしたら、重要品

目と関税等を守ると約束した結果、先送りをしている現在であります。本日もこの後ＴＰＰと

いう関係で、意見書が出ておりますが、町長の考えを伺いたいと思います。 

４点目でありますが、道路関係の改良舗装道路について伺いたいと思いますが、今回東横道

路について出ておりましたけれども、私もこの東横につきましては、一般質問において伺った

こともございます。さくらの滝の簡易トイレも一般質問の時にやっているわけでありまして、

急速に時期的に合わせてですね、さくらの滝につきましては、期間が短いわけです。しかしな

がら町民からの要望では、女性が大変困ると。こういう話がずっとなされてきています。した

がいまして、早急にトイレを設置していただくよう要望しておきたいと思います。また、町道

でありますけれどもたくさん今回は出ております。しかしながら私の一般質問でも申し上げて

いる一つの道路でありますけども、１０号道路。これ８０ｍ足らずの距離でありますけれども

測量が入ったように見受けられます。金額にしては、それほどかかるようなものではないと思

いますので補助金とかそういうものを考えないで、町単独事業として実行していただくように、

切にこれを要望しておきます。 

次に５点目の先ほど申し上げましたレストハウスについてでありますけれども、予算審査で

各委員から質問がたくさんございました。市街地自治会の懇談会でもやはり提案があったわけ

でありますが、その時の答弁では、先ほど申し上げましたように、町長は使い道を別の方で考

えるということで答弁をなさっておりました。現在のままでは、やはり公募をしてもなかなか

手を挙げる方はいないといっても過言ではありません。まず、先に改修するところがあれば、

やはり雨漏りするとか、私も昨年、見させていただきましたけれども、料理なんかも年数が経

ってますんで、ステンレスなんかもかなり傷んでおります。ですから、そういったものを含め

て改修しなけりゃならないところがたくさんあろうかと思います。これも早急にやった上で、

公募をかければ、見て中が綺麗であれば、いいなと思う方も出てくるのではないかなと思いま

す。そんなことで要望しておきたいと思います。 

６点目であります最後であります。指定管理者制度について伺いたいと思いますがこのたび

緑の湯の指定管理者がヴェルデに決まりました。そこで、選考規定はあると思いますが、選考

委員会の方々は、何名で選考されてやられているのか伺っておきたいと思います。また、今ま

で、いろいろと指定管理者制度につきましては問題がなかったとは言いません。あると思いま

す。それはやはり契約をした中の金額の中で、上下１０％というこれ契約の中に入っていると

思います。しかしながらやはりこれを見直す時期にきているのではないかなと思いますので、

この点についても伺いたいと思います。 
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以上を持って６点について伺いたいと思います。簡潔に答弁していただきたい。一つよろし

くお願い致します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただいま村島議員にいただきました総括質問６項目についてご答弁を申し上げたいというふ

うに思います。 

まず１点目の第４次の清里町の行財政改革の進捗の状況でありますが、御案内のように第４

次の計画については、平成２４年から２６年までの３年間の計画ということで全体の６項目を

５４事業について、行財政改革を取り組んでいく計画の内容となってございます。今年で、２

４年、２５の２年が過ぎておるわけであります。これで現在のところ３６項目について、実施

されております。残り１０数項目ということで、概ね７０パーセントが進捗をされたというこ

とでありますが、この２６年には、残された１０数項目については、再度実施出来るもの、ま

た制度要綱が変わって必要でなくなったとかそういうものもありますので、そういう整備だと

か２６年以降にも跨っていかなきゃならんとそのようなものもありますので、そういうのを改

めて精査をしながらですね、また第５次の行財政計画に向け、改めた検証を加えながら整理を

させていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいというふうに

思います。 

それから２点目の町営の温泉施設にかかる入湯料の関係でございます。本年４月から消費税

が上がるというようなことがありまして、入湯料についてもその消費税のアップ分についての

み増額するということで御理解をいただいているところでございます。ただご案内のように一

般大人の部においては、現行３８０円から３９０円に１０円アップになりますが、７０歳以上

のお年寄りの部分とそれから子どもの部分、これ、中学生以下ということになりますが、ここ

の部分については同じ２００円です。計算すると２０６円と計算上は起きるんですが、１０円

未満は切り捨てをしますということで措置をさせていただきましたので、結果は、現行と変わ

らないということになってございます。またそれぞれの回数券等についても、内容は全く同じ

状況になるかなというふうに思っております。それから先ほどありました券のですね。２５年

度で仕入れた券は、どうなんだということでありますが、これはその時点でお支払いをいただ

いておりますんで、先にお買いになった方は、それで通用するということでありますので御理

解をいただきたいというふうに思います。 

それから続いて、ＴＰＰの関係であります。この関係につきましても安倍政権が、オバマア

メリカ大統領にお会いしたときに、聖域なき関税化が今回のＴＰＰの条件でないということは

確認取れたということで２月に、ＴＰＰ参加の表明をされたわけであります。いろんな段階で

の交渉が加えられてきたようでありますが、昨今の状況によりますと、どうもうまく合意に至

っていかないというようなことでありまして、ついこの間もインドネシアでの閣僚級の会議に

おいても合意に至らずということでございます。予定では４月にアメリカのオバマ大統領が訪

日をすると言われておりまして、その段階が次のステップになるのはないだろうかとこういう

予測はされているところでございます。御案内のように、清里町は農業の基幹産業とするとこ
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ろであります。その交渉内容においても、農業において重要５項目がありまして、そのうち２

５８項目の農産物がその中に入ってくるということでありまして、まさに清里町の基幹とする

３作物はそこの中に入っていますし、また畜産関係においても、その内容に当てはまっている

わけでありますから、交渉の成り行きによっては、農業そのものも大変なことになるかと思い

ます。本町そのものが存亡にかかわる大きな課題になるだろうというふうに私は理解いたして

おります。ですから国益を損わず安易に妥協することなく、しっかりと交渉を続けていただき

たいというふうに考えております。そのためには、管内のオホーツク活性化期成会また管内的

には町村会もありますし、全国的にもそういう組織がありますから、そういうところを通じな

がら、代議士はもちろん、省庁そして総理大臣政府にも、安易な妥協はしないように好景気を

しっかり守って頂きたいということでの要請を続けていきたいというふうに考えております。 

次に４点目の道路の改良関係でございます。全体にさくらの滝のトイレの整備の関係であり

ますけれど、用地がほとんど駐車場で使われている部分が民有地になってございまして、展望

台に入っていくあたりから町有地、そして河川敷というふうに区分けがされているところでご

ざいます。実際にどういう形でそういうトイレや何かが整備できるか場合も含めて、もう少し

時間をいただきたいというふうに考えているところであります。それで道路の関係であります

が、東横道路の関係につきましては、予算審議の中でも、お話をさせて頂いたとおりでありま

して、今年度２６年度に調査測量を舗装道路の東横道路でいうことの舗装道路の終点から、約

６５０ｍ。さくらの滝の入り口までこれについての実施測量を調査測量入れていきたい。そし

て予定では、２７年以降に順次整備に取りかかっていきたい。基本的に６５０ｍですから、長

い距離がありまして、交付金事業とか道路事業を導入しなければなかなか厳しいなという思い

がしておりますが、ある程度快適な部分で進めるんであれば、何とか早い機会に町単費で簡易

改良舗装をやっていけるんではないかという予定を立てているところでございます。また併せ

て、新町における１５号の通称新町通りというふうに言われておりますが、そこの関係につき

ましては、２６年度に改良舗装をやっていくということで予算を計上させていただいておりま

すので、隣接の皆さんともそこら辺の調整をしながら、早い機会に着工していきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

それから次にレストハウスの関係でございます。御案内のように、昨年６月にそれまで続け

てきたレストハウスの運営利用形態が大きく変わってきているということもあって、厳しい経

営内容がここ数年続いていたわけでありますが、最終的にそれを解決する道筋がなかなか見つ

からないと閉店にやむなく至ったわけでありまして、その後今日に至っているわけです。それ

が表明されて移行、２回にわたって現有施設の有効活用と今の施設を使って営業を続けられな

いだろうかという思いから募集をかけていたところでありますが、現状は２回の募集とも紹介

はあったようでありますが、具体的な展開にまで至らなかったという実情にあります。私ども

も今の形態のままであれば、かなり難しいではないだろうかなというような思いをいたしてお

りますが、いずれにしてもあそこの場所については焼酎工場、それからふれあい広場、レスト

ハウスと一連の清里町の地域の活性化の拠点の場所でもありますし、また観光や交流の拠点に

もなっております。そういう意味において、焼酎工場が現状としてありますし、またふれあい

広場もありますんで、今のレストハウス周辺の再構築をかけながら次を目指していきたいとい

う思いであります。そうした意味において、管理職からなる企画委員会で数度にわたって検討

をさせていただいております。近々一定の考え方がまとまるであろうと思っておりますので、
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その考え方が、ある一定程度の方向性が出てくれば、この間もお話をいたしました町民の皆さ

んからの御要望、御意見等も聞く場も併せて並行して進めていきたい。そして、議会とも連携

をとりながら進めていきたいということで私の希望としては、６月中には一定の方向性を出し

て次の改良、改修に向けたものに取り組んでいきたい。それと併せて管理運営してもらう主体

についても、一定の目途をつけながら、並行的に作業を進めたい。出来上がったら、それでは

また駄目だと直さなきゃならんとかということになっても大変でありますから、前のレストハ

ウスを建設する時は、全く同じ手法をとっております。並行的に進めて、そういう希望される

方との意見を調整しながらやったのか、今のレストハウスも当初事務的に考えたよりも、大分

内容は変わっておりますから、そういうことで手戻りのないようにやっていければという思い

であります。そこも含めて、私の今の気持ちでは、６月を目途に進めていきたい。それがまと

まった段階で、場合によっては臨時議会での御審議をいただく中で、内容の御説明をしていく。

そういうようなことになるかと思いますが、これについてもご理解をいただければいうふうに

思う次第であります。 

次に６点目の指定管理者制度の関係でございます。清里町においてもそれぞれの地域にある

温泉施設は、もちろんでありますが老健施設もそうですし、また山小屋もそうです。それから

農協が直接指定管理いただいております麦乾施設とそれらのもの合わせて７つの施設を指定管

理に運営いただいているところでありまして、この温泉施設は３カ所ともそれぞれお願いをい

たしております。今回は、５３年に契約をした緑温泉がこの３月３１日で期間が満了するいう

ことで再募集のお願いをしております。そこで御案内のように今回提案をさせていただきまし

た。緑地域のヴェルデという団体とそれから従来お願いを保有いたしておりました、株式会社

札弦パパスランドさっつるこの２団体が申請を上げてこられたわけであります。町の指定管理

の要綱基準に基づいて、それぞれその後の手続をさせていただいたわけでありますが、指定管

理の選考委員会というのがございまして全体の委員７名で構成がされております。構成の内容

といたしましては、委員長に副町長。そして委員に教育長以下町長部局の管理職員、課長職の

合わせて７名で構成された委員会となってございまして、審査の関係については、それぞれの

審査基準がございますので審査基準に基づいてそれらの評価を数値化して、それらの数値に基

づいて選考がされたということでございます。そんなに大きな差はほとんどなかったようでご

ざいます。そういう中においても、今回は、緑地域の団体の方から地域活用と合わせた活性化

に向けた対応としての取り組みということでの希望でございましたし、またその評価もしっか

りと現れているということでもございましたので、今回の提案をさせていたいただいた内容に

なったところでもございます。今後においても指定管理施設については、何年か後にはそうい

う期限満了なんだという時期がまいりますので、公平公正な審査を行えるように、心がけなが

ら進めて参りたいというふうに考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

以上申し述べておりまして、６項目についての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） 

６項目質問させていただきましたけれども、４番目に質問したさくらの滝のトイレの件であ
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ります。先ほどの答弁では、民間の土地であるとこれは私も関連してますんで砂利協さんの土

地であります。ですから、そのものは民有地であってトイレは、簡易トイレであれば、小さい

ものでありますから何ら問題ないと私は思うんですよ。ですから私もトイレについては、力に

なって理事長にお願いしても、これはやぶさかではないかなと思っておりますので、町の方か

らも声掛けしてもらって、その上でどうしても駄目ならば、私も直接理事長に会ってお話をし

てお願いをします。やはりくどいようですけれどもトイレが無いと言うことは、やはり短期間

であっても、さくら鱒が飛び上がっているうちは、観光客も結構行ってるんですよ。ですから

どうしてもトイレだけは、是非考えて頂きたい。何とかこれはお願いしたいと思います。短期

間です。飛ぶだけの間です。あと冬はもう引き上げてもよろしいわけですから、これを何とか

考えていただきたい。お願いしておきます。 

それとですね、あともう１点につきましては、５番目のレストハウスの件でありますが、６

月までに方向性をと言うことで、答弁されましたけれども、やはりこれは、ただ観光客が通る

ためにトイレだけ開けておくと。トイレを利用するのに開けておくと言うだけでは、やっぱり

観光の拠点でもありますから、ここらあたりやはり早急にやっていただきたいと強く思ってお

ります。 

最後の指定管理者制度についてでありますけれども、上下１０％のことについて、伺ってる

と思いますけども、これ答弁ございましたか。無かった。これの無いので、もう１回言ってい

るんですけど、これちょっと申し上げておく。それとですね、ついでですから申し上げます。

指定管理者制度そのものは良い悪いじゃなくて、まず緑清荘にすると備品とかそういうものに

当てはまりますけども、建設の方に行きますとやはりトラックとかいろんなショベルとかいろ

んな物を使いますけども、結果的に建設する機械という物は安いものでは無いんですよ。結局

何千万もするのですね、 

お解りだと思います。それで丸投げの様な形で、機械を全部渡してその業者に指定し管理を

やって頂く、そして使っているうちに壊れる。故障する。そうすると単位そのものが５０万円

や１００万じゃないですよ。でっかい心臓部いかれますとなりますと何百万ですよ。これは私

が事実そういう仕事をしますから、わかるんですけど何１００万なんですよ。そういうことが

結局出てくるもんですから、やはりこの指定管理者については検討する余地もありますし、見

直しする余地もあると。くどくどしいですけれども、そこを言っているんですよ。契約中での

上下の１０％これについての見直しについて、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） 

失礼をいたします。先ほど漏れていたところと数字の違いがございますので、まずその訂正

をさせていただきたいと思いますが、先ほどＴＰＰが横行し、この関係で農作物の品目が２８

６と申し上げましたが、５８６の間違いでありますので、訂正のお願いを申し上げたいという

ふうに思います。 

それから先ほどありました指定管理の中のインセンティブの関係。答弁を漏らしておりまし

たので、ただいま申し上げたいというふうに思います。基本的にインセンティブの考え方とい
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うのは、利益が出た場合、又通常の形の中で損失が起きた場合、１０％増減の上限を超えた時

に、その超えた部分をお互いに折半しましょうという扱いでありますので、ある程度ここは残

しておかなければ、超えても管理者の負担ですよということにもなりませんので、そこら辺昔

は無かったんですけども、逆に言えば損失が出来た時に、全部指定管理者の責任なのかってい

う課題もありましたんで、そういう中で整理をさせていただければ思います。 

それから道路の指定管理の部分で大型重機が扱われております。そのような関係でどうして

も修繕だとかするのは、大きな額がでる場合もあるし、物によっては、小破損で済むという場

合もありますけども、いざ出たときにはかなり大きな金額が出るという場合もございます。契

約の中では、明確な数字のやりとりでもありませんけれども、大改修、修繕については、行政

が指定管理者の責任で行うということになっておりますので、ただそれをなんぼの金額で持っ

てどの位と言う明確なものはないんですけれども、それは話し合い協議の中で進めていくとい

うことでありまして、通常の修繕は、指定管理を受けた方で対応願います。それから大きくな

って施設そのものだとか機械そのものに影響を及ぼすものについては、町の方で行うというこ

とでの整理をさせていただいております。 

また対応年数が来たり、また物が壊れて修繕というよりも、買い替えをしなきゃならんとい

う場合も無きにしも非ずでありまして、通常の形での更新の場合においては町としても補助事

業がありますので、そういうものを使いながら更新をかけていくということで進めていく段取

りになっております。それについても御理解を賜ればいうふうに思っている次第であります。

以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

ちょっと漏れております。レストハウスの関係でございますか。基本的に先ほど申し上げま

した考え方で、まずは進めて行きたいということでありますが、その中で、今回の予算の中で

もお願いをさせていただいたわけですが、それに至るまでの維持管理の関係でありますが観光

客の方もおりますし、町民の方々もあそこへ行って、いろいろ遊ばれたりありますから、焼酎

工場は常に開けてはあります。その他ちょっと趣旨が違いますので、レストハウスについても

同じように開けておきたい予定でおります。単に、トイレだけ開けているんではおっしゃられ

たとおりと思っておりますんで、私どもとしてトイレの管理はもちろんでありますけども、あ

そこで使える部分として、例えばちょっとしたものを売るだとか棚さえ用意すればできるとい

うふうに理解をしておりますので、そういう形を合わせた中で使用ができればなと。 

そしてそうなれば、職員も当然配置をしていくわけですから、そこでインフォメーション機

能もきちっと兼ね備えてですね。来たお客さんに案内できるというような体制の中で持ってい

けるような管理、運営を委託をかけていきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜

りたいというふうに思います。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 最後にしようと思っておりますけれども、６点ほど質問させて頂きましたので、今後やはり

予算の中での計上されたいろんな問題が含まれておりますので今後も粛々と執行していただき

たいと。再度お願いしたいと思います。 
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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） 

 それぞれ今回の予算審議の中で、いろんな御意見を皆さんから頂いております。その中で、

全てが事業どおりにするかどうかという部分もありますけども、町民の皆さんが本当にこの町

を愛して自分の町として誇れる、そんなまちづくりを住んでいて良かったなという町づくりを

一生懸命心がけながら進めていきたいというふうに考えております。 

当然事業執行に当たっては、財政問題がつきまとうわけでありますが、幸いにして財政指数

も順調に推移をさせていただいておりますし、また基本の負債、要は起債の関係についても、

順調に減額されていっております。そういう中において、健全経営は十分に保てる。そういう

状況にありますので、適正な執行ができるように、鋭意努力しながら進めてまいりますので、

ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 先日の町長執行方針でまちづくり基本方針と５項目の目標に向かって、町政の推進を図って

いくという力強い発表がなされました。平成２６年度当初予算、一般会計は４１億７,４００万

特別会計は、１４億５,８９８万５千円。総額５６億３,２９８万５千円で審議してまいりました。

町民が健康で安心して暮らせる町に皆でしていくために頑張らなければならないことだと思い

ます。 

私も林業の振興と移住定住対策国際交流の関係とニュージランドの留学生のことで教育長に

もお伺いしたいと思います。それと最後に、昨日も町長が申されておりましたが焼酎事業の思

いについてもう一度意見をいただきたいと思います。 

まず林業関係でありますが、町の森林組合の解散について。林業農家が少数となり、組合の

存続の意義がなくなったということですが、林業農家の皆伐植栽に関する補助に町はどのよう

に対応していかれるのか。網走地方の広域の森林組合に加入するという現状を聞いたわけです

けど、今まで入ってなかったのは、入れなければならなかったものなのかお伺いしたいと思い

ます。 

町有林管理計画が、平成２５年から２９年で５カ年間実施して始まったわけですが、８０％

の町有林が伐期を迎えているわけで、今すぐ全部皆伐するわけにいかないですが、今後は、何

年ぐらいかけてその８０％の伐期がきたものをやれるのかお伺いしたいと思います。 

それから清里の木材、材木を利用したプールを計画されて６億２千万円ということで、設計

段階に入ってないかと思いますが、どのぐらいの量の木材を使用されるのか解ればお願いした

いと思います。委員会では、現物支給というかそういう感じで説明されましたが、どのような

売り方をしてプールに使われるのかお伺いしたいと思います。 

２５年度繰越事業として、公営住宅木造でひまわり団地２棟２戸、札弦団地１棟２戸建設す
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るわけですけど、今後木材を使った公営住宅を続けて建設していくのか。地元材を有効に使う

ことが、ベーターで安価な住宅が建てられるんではないかと思いますがその辺、お伺いしたい

と思います。 

移住定住対策でございますが、羽衣の中心部に、短期のちょっと暮らし体験施設がございま

して、平成２４年度、２５年度の滞在日数の実績もあり、２４年、２５年同じぐらいの人が体

験をしたように伺っております。どの地域からどれぐらい来ているのか。今後定住に向けての

可能性はあるのか、解れば教えてもらいたいと思います。 

昨日、一昨日ですか、前中委員の一般質問でありました空き家の有効利用ということで、空

き家対策の一般質問もございましたが、今年度より空き家バンク事業を創設するわけですが、

商工会が管理としてかかわっていくということですが、町がどのように具体的に指導して対応

していかれるのか。実際町が主導をとっていかなければならないと思いますので、その辺お伺

いしたいと思います。 

公営住宅の応募ですけども、若い人でも基準がいろいろありまして、少し給料が高かったら

入れないとか町内で働いてる人も結構地元で清里に住みたいという言う方がいますけど、空き

家もない、公営住宅も足りない。基準が厳しくて入れないというようなことで、その辺も今後

木造住宅でどんどん安価で建設できないものか。それと新町定住住宅ということで、１４区画

のうち１２区画は販売済だとだということですが、残りの２区画はどうなっていくのか。期限

があったと思いますが、その辺お伺いしたいと思います。 

廃校になった３年目を迎える新栄と江南の話も、審議で出てきましたが、難しい問題ではあ

りますが、だんだん古くなって廃墟になる前に何とか。昨年、美唄の廃校跡地を見てきました

けど維持していくのは大変なようなんですが、一般企業や一般の人に働きかけて利用の目的が

図られないのか。早い時期に決断いただきたいと思います。それから新栄小学校の横に上斜里

地域で使っていた総合会館ってあるんですが、取り壊す前に、研修施設の受入れ施設とか改造

改良してやっていけないものかどうか検討願いたいと思います。 

教育委員会になると思いますが、国際交流が盛んで、海外研修もニュージーランドに高校生

が行き、交換留学もどんどん進んでニュージーランドからも来ているわけですが、聞くところ

によりますとニュージーランドの高校生は、日本に行きたい人が随分おられるということです。

将来に向けて、現在１名２名ですが、もっと窓口を増やして受け入れる体制ができるのか。高

校生の英語教育にも大勢来ている方が良いですし、受け入れ体制がどうできるのか。その辺お

伺いしたいと思います。 

最後に、昨日も意見を出されましたが、焼酎工場の新たなブランドデザイン商品をボトルパ

ッケージを一新してやるわけなんですが、９月を販売開始に当たり、町長にとっても町にとっ

ても本年度最大の事業ではないかと思います。議員も職員もいろんな形で携わって、販売員の

一因になっていかなければならないと思いますが、議員に対する思い、職員に対する思いがあ

れば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） 
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 ただいま澤田議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。漏れがあれば後程お願いを申

し上げたいというふうに思います。 

まず１点目の森林の関係でございます。林業対策といたしまして、戦後植林された木が６０

年を超えてきているということでございまして、丁度製材にする太さの木がどんどん出てくる

時期になります。近年は道産材が非常に珍重されておりまして、本州からの引き上げが随分多

くなってきたようでありますし、また価格も一時から見ればかなり回復をしてきたというよう

なこともありまして、伐期にきた木がどんどんと伐採をされている。皆さんも目について、な

んだ、いつになったらあそこ植えるんだと思うようなところが各所に出てきておりまして、本

来であれば伐採が終わるとまた森林として新植をして、それらを育林されてという繰り返しが

最も良いわけであります。残念なことにそんなに収益にはならないのと生育の期間が長すぎて

自分の代に収穫できなく孫の代まできてしまうというようなこともありまして、やはり新植に

対する意欲というのは、厳しいのかなというふうな思いをしております。 

ただ、そのまま放置されますと将来における木材資源はもちろんでありますけども、森林と

しての空気や水という多面的機能が失われるという事もありますし、地球温暖化で大変な問題

になっております。二酸化酸素の吸収源としての森林の役割、これは本当に大きなものがある

と理解を致しているところでありまして、育林、新植をされる方については、従来から町の林

業振興対策の中でも事業支援を行っているところでありまして、これらについては継続して続

けていきたいと考えている次第でもございます。 

それから森林組合の解散の関係でありますが、御案内のように森林組合については、本当に

組合員数が減っておりますし、また、清里町における森林面積、本来の意味での管理されてる

森林面積は極めて少なかったわけでありまして、全道で一番民有林の少ない地域であります。

実際に森林組合が、その中で収支を上げていく事業量はずっと昔に失われています。ですから

現状においても、町の組織の中に森林組合がそっくり入っていると。極端には林政事業の一部

としてやっている状況下でありますので、どうしても森林組合の形をとっていかなきゃならな

いのであれば、事業量が到底足りなくて、現状は続けることができないという実情であります。

この機会に検討させていただく中で、森林組合については解散をし、農地の林業対策について

は町の林政事業の中で行っていくという形で整備をさせて頂いたところであります。ただ事業

の実施ということになりますと、直接的に町がやるというわけにはいかないわけでありますの

で、これらについては、網走の森林組合。この地区清里町も業務区域が包含されている中で行

っていただけないかということで、今までも内々話を進めてきたところでありまして、おかげ

さんで網走市の森林組合においては、清里のその部分についても全面的に協力をしていきます。

そしてまた森林組合として個々の方が解散となりますと、個々の方で自分の森林を、いずれに

しろ何らかの形で管理するということになれば、森林組合にお願いをするということになりま

すから、多分そのままの形でいけば新しく網走の森林組合に加入をされるんではないかという

ふうに思っております。その加入するまでの間に事業が仮に起きても、員外扱いにしないで準

組合員としての扱いの中で、事業が実施いただけるということとの約束をいただきましたので、

１２月の解散に向けて手続を進めているという段階にあります。 

そしてまた森林組合の加入の関係でありますが、基本的に町は自分のところの組合があれば、

そこに加入をして林業振興対策と併せてやってきたわけでありますが、今般清里町の森林組合

は解散をするという方向になりましたので、いずれにしろ事業を展開するということならばい
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ろんな面での協力関係がなければうまくいかないというふうに理解をしておりますので、網走

の森林組合に町自体も加入をする方向で整理をしていきたいというふうに考えている次第でも

ございます。 

それから町有林の関係でございます。町有林の関係につきましては、現在も町有林の管理計

画に基づいて事業を実施してきたわけであります。またこれからも計画に基づいて粛々と事業

は実施をしていきたいというふうに考えております。町が保有している森林のうち林齢が５０

年を超えている林齢が１５０ヘクタールほどございます。６０年林齢で伐期という考え方でい

けばその伐期に入って来ていますから、早いやつは６０年を超えてきているのがありますんで、

昨年から１０ヘクタールずつの間伐、皆伐を入れてきております。これは単純に割り返すと１

０ヘクタールで１５年かかるということであります。それも市況との絡みがありますから伐期

がきて伐期に出したが赤字になったと。これでは申し開きが立ちませんので、そうならないよ

うな市況との見合いである程度進めていかざるを得ないだろうというふうに思っております。

１０年ないし１５年で多くやれる時は１５ヘクタール。少なくなったら２ヘクタール３ヘクタ

ールということにもなる場合もあるのかなというふうに思っております。場合によっては市況

が悪かったら無理してやらなくても１年後にまた市況があがってくるということもありますの

で状況を見ながら実施をしていきたいと考えているところであります。 

また、町民プールにおける木材の使用の関係であります。基本的には、町有林から出る材を

使って、プールの建築資材に使っていきたいというふうに考えております。今、設計段階であ

りますので具体的な数字としては、非常にこう難しいわけでありますけれども、建築の方から

の資料によりますと集成材として、１５０立方の予定をしているということだそうであります。

それを丸太から剥いて、ラミナ材になって集成材にすると、元が１千立法ぐらいなければなら

ないということであります。それで歩留りとかそういうものを計算していくと、最低でも１,

０００本ぐらいのコンマ60センチ以上のやつで、そのぐらいの量がいるということでありま

す。そういう中で揃ったものばかりあるわけではありませんので、太いのもあれば細いのもあ

るということでありますんで、全体で、それを単純に割り返すと４ヘクタール位にはなり、そ

れらをトータルするともう少しの安全を見込まなきゃならんということで、今回カラマツ林は

７ヘクタールほど皆伐をする。その同一区域内にトドマツもありますので併せて、１０何ヘク

タールをやっていくと。そういうような予定で今のところ計画を立てていることでございます

ので、ご理解をいただきたい。今申したのは、現在時点での数字でありまして正式に設計がで

きて部材の積み上げをやると数字のずれは出てこようかと思いますけれど、基本的なそういう

考え方で、町有林から出るカラマツ材の集成材を使っていくという形に致しておりますのでご

理解をいただきたい。 

それから公営住宅への関係ですが、基本的に今後の公営住宅についてはですね。用地の関係

もありますけれども、平屋の木造づくりにしていきたいと考えております。これも毎年、町有

林から、今言ったような形で一定の材の搬出が見込まれますので、その中をうまく使いながら

いければという思いです。公営住宅長寿命化計画がありますから、その計画とあわせて毎年必

ずあるかと言われましても、ちょっとあれなんですけども、その計画に基づく中で整理をさせ

ていただければというふうに思っております。基本的には公営住宅に地元材を使っていく方針

を続けていきたいと考えているところでございます。それに向けた設計費用については、一昨

年の予算の中で計上させていただき承認をいただいて、現在その数字に基づいて事業展開をす
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るという段階に至っているところでございます。 

それから次にちょっと暮らしの関係移住定住の中のですね。ちょっと暮らしの関係、おかげ

さんで清里町非常に評判が良くて、かなり上位ランクにあります。北海道の中においても協議

会がありまして、そのランクを見てもだいたい全道のそういう事業をやっている市町村中では

１０番、１０本の指の中に入るだけの利用をいただいております。実利用は昨年６８名で、延

べで千数百人になっております。今年２５年途中ですが、今までで上半期実利用５３名であり

ます。ただし冬場はそんなにありませんから、グッと落ちますが、かなり高水準のところにあ

るといっても過言ではないかと思います。それでどういう地域から来ているかということです

がこれも千差万別であります。先ほどいただいた資料によりますと岐阜、兵庫、千葉、愛知、

東京、神奈川、福岡、福島、大阪、埼玉、沖縄からということです。全国各所から来ていると

いうふうに理解した方がいいのかなというふうに思っているところでございます。 

失礼しました、先ほどの人数は６８でなく、２４年は８６名、６８名でありません。８６名

です。そして延べの日数が１,３６２日。それから今年は、今現在６５名だそうです。２月５日

までの資料でいくと６５名。そして延べ１,２６５日という数字になっておりますが、まだ３月

末まで入りますので、もう少し延びるのかなというふうに思っている次第でもございます。今

後は、それらの人がちょっと暮らしを体験して、良い思いをして、本来であれば移住定住に結

びつけば一番ありがたいんですが、なかなかそこまでにはなっていないというのも実情であり

ます。数１０名の方が清里に来ておられるという実績もありますし、この人数にすればかなり

大きな部分を占めていくということでありますから、このような形をさらに進化させて交流人

口が広がっていき、地域で消費されていくとかそういう部分につながっていけば良いかなとい

うふうに理解をしている次第でもございます。 

次に空き家バンクの関係でありますけれども、新年度事業からスタートをさせていきたい。

基本的に調査の関係と希望住宅処理の関係については、業務委託をしていきたいということで

ございまして観光協会に業務委託をするように考えてございます。ただ先ほどもありました具

体的にこの台帳が出来て、それのやりとりの関係については窓口が企画になりますので、実際

には賃貸とか貸借だとかの売買だとかいろんなあれが出てくるかと思いますが、それは相手も

紹介するだけで、実際の中身は一切行政も入りませんので、それを総体でどういうふうにやっ

て頂くという内容の事業として取り扱いをさせていただきたいというふうに考えておりますの

で、この点についてもご理解を賜りたいというふうに思います。 

それから公営住宅の関係でございます。公営住宅法がありまして、本来の公営住宅の元とい

うのは福祉対策であります。低所得者に対する住居の提供というのが福祉対策で、補助金がつ

いてきてるということでありますから、今の時代でいけばなかなかマッチしない丁度その狭間

というのがあるんだろうなというふうに思っております。本来であれば清里でも民間の賃貸の

マンションなり住宅がたくさんあればそういうことにならないのかもしれませんが、なかなか

そこができていないというような部分で、どうしても公営住宅なり、特公賃住宅というような

形にならざるを得ないところに、狭隘さと苦しさがあるのかなというふうに理解しております

が、これは一定の基準がありましてどうしようもならない状況であります。ただいま御提案を

いただいているそれに関係なく安価の住宅を建設して、そこでもということにしたら、また違

う方がいろいろ考えられるのかなというようなことも思いますので、それがどういう形ででき

るか、行政がやらなきゃならんのか、民間と一緒に対応やタイアップする方法があるのか。皆
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さんとの協議の中で新たな方法が考えられるのかいろいろと検討を勉強さしていただければい

うふうに思っております。 

それから新町の定住団地の区画の関係でございます。おかげさまで一昨年から売り出し、１

４区画をさせていただいて、そのうち１２区画がもう既に販売がされております。８区画につ

いて住宅が建ってきているという状況になったところであります。あと２区画まだ残っており

ます。継続して販売を続けていくということになっておりますので、これらについてもそんな

にかからないうちには、販売が終わるのではないだろうかというふうに思っているところでも

ございます。これらの住宅地の対応についてもいろいろ進めてまいりたいと思っておりますし、

また２４年から既存の町民の皆さんの住宅取得だとか新築に対しても、定住支援、そしてまた

移住支援対策ということで、既存の町民の皆さんには、固定資産税相当額を５年分の５年間に

亘って軽減というか、税の軽減をするという政策を打ち出しておりますし、新たに住宅をその

団地内で建てられる方、移住される方においては、建設にかかわる支援それから地元での建築

業者を使っていただいた時の支援と、子どもさん２人までについて増額支援というものもあっ

て最大２００万円まで支援できる形がもうでき上がっておりますんで、そういうものを有効に

使っていただきながら、いい住宅を清里で建ててもらってそこに住んでもらうという形になれ

ば、よりいろんな面で効果が発生するんではないかというふうに期待をいたしている次第でご

ざいます。 

次に廃校の校舎の関係でございます。廃校の関係については、新栄と江南の校舎は今もその

まま残っているわけであります。 

新栄の職員校舎部分は耐震がありませんので、利用活用するのは非常に難しいのでどこかの

段階でタイミングを見ながら壊さなくてはならないというふうに思っています。 

新栄の体育館は、江南より新しいということで耐震がある建物でありますから、壊すのは簡

単なんですが、壊してしまうと後がないということもありますんで、できれば地域だとかいろ

んな企業だとか町内の関係の方がうまく利活用をしていただけるものがあればということで、

農協さんあたりにもいろいろお話をさしてもらったりしたんですがなかなか妙案がないという

のが今の実情であります。今後機械化が進んで、ビートポットの作業の機械化を団地的にやっ

てるというのが流行ってきてますから、そういう機械を体育館にセットして、全部やれるとい

うようなことになれば活用の道も開けてくるだろうというようなことで、壊してしまえばゼロ

ですから、壊さないでも使えるかどうかもう少し様子を見たい。ただ議員が言われましたよう

にいつまでも置いていてもう老朽化が進んで、みすぼらしい恰好の姿だけはさらさないという

思いで私もおりますので、そういうなことでもう少し時間をいただきたいというふうに思って

いる次第でもございます。 

また上斜里地区の総合研修センターこれも使用しないということで、閉鎖になっているとこ

ろでございます。使い勝手としては、余り良い建物ではないわけでありますけれども、ただい

まお話があったような研修やそういう部分で使えるということになれば、団体が活用申請をあ

げていただければ十分協議にはなるかなというふうに思ってます。ただそれを町が改修をして

金をかけて個々の部分になると、いろいろ制約が出てるかなという気もしないわけでありませ

んけども、もしそういう計画があれば、それらの中で十分に検討させていただければ、町はそ

のままお貸しをしますから。ただ研修施設として、いろいろな方々の出入りが出てくるという

ことになるのは、周りの方々との調整やなんかも当然しなければなりませんので、そういう時
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間を含めながらですね。調整が出来ていければなというふうに思っておりますので、これにつ

いてもよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

 それから焼酎事業の関係であります。昨日もいろいろと御意見をいただいたところでありま

すが、焼酎４０年という大きな節目の年を迎えて、またデザインリニューアルをして再スター

トの気持ちで取り組んでいくということでございます。私どもとしてもやっぱり最後のチャン

スになるかもしれないという思いで、真剣に取り組んでいく所存でございます。本当にこの計

画にもありますように、「みんなで飲もう語ろう、きよさと焼酎」ということで、町民の方にま

ず愛されるのが一番でありますからそういう意味においても、町民の方々と一緒になって語れ

る、そういう会議も設けていきたいと考えておりますし、本当にこれが軌道に乗って地域の特

産や名物として誇れるものとして、さらに発展させていくということが大事になってまいりま

すので、職員はもう一丸となってそれに向かって取り組んでまいりますし、いろんな機会を通

じながらも町民の方はもちろんでありますけども、議員さんも先頭に立って既に色々な面でＰ

Ｒそして宣伝にあたっていただければありがたいし、また多くを購入頂き、いろんなもの使っ

ていただけば、尚ありがたいと感じる次第でございますので、そういう面におきまして町の名

物になるように、ここに清里焼酎はあるんだと堂々と自慢のできるそんな焼酎にしていきたい

という思いでありますので、御理解を賜りたいというふうに思います。 

以上申し上げ、答弁とさせて頂きます。あと国際交流関係は、教育長に。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 ニュージーランド研修、また交換留学の受け入れの関係について私の方から御答弁を申し上

げます。 

清里高校のニュージーランド研修につきましては、高校１年生に一本化をいたしまして、平

成２４年から始まっております。それで新年度２６年を実施いたしますとすべての清高生がニ

ュージーランドに研修に出てるという高校になるということで、高校の特色が顕著になると考

えております。 

交換留学の関係についても、平成１６年を最後に中断していたんですが、平成２４年から始

まって４人目ということで交換留学を受け入れております。まさに清里高校の方からニュージ

ーランドの方にも近年では３名派遣をしているところでございます。高校においてもせっかく

の機会を活用するということで、国際理解教育と英語教育を清高の特色として取り組んでいた

だいております。事業の総合学習等を利用いたしまして、事前研修から自己研修まで数１０回

の研修も行なっておりますし、清高の各教室は表示がすべて英語表示ということでなっており

ますし、さらにモトエカルームをつくりまして、そこで研修の際の出発前に研修を行ったり、

いろんなニュージーランドの関係のものは、展示しているということで、学校ぐるみで取り組

みを行っているところでございます。そういうような清高の入学者も本年度は２４名というこ

とで２０名というキャンパス校の部分についても、昨年は２６名、本年２４名ということでク

リアをしているということで５０％以上の地元の進学率を達成しているということでございま

す。聞き及ぶところには、今年あたりは特に清高に入るひとつの目標としてニュージーランド
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研修に行けるということも清高の応募の理由になっている。さらにぜひ清高に入って長期留学

に行ってみたいという子供たちもいるような話もあったと聞いているところで特徴になってい

るのかなと思っております。 

そういう中で受け入れ関係なんですけども高校の校長に聞きますと、既に今も複数の清高に

留学に来たいという子供たちがいるという話を聞いております。考えてみますとしばらく空い

て、その後に４人目が来ているということで、帰った子供たちがモトエカ高校に行って清里高

校に行って非常に有意義な体験をされたことをＰＲをというか話をする、その話を聞いて行っ

てみたいという人たちが増えているんだという話をちょっと聞いております。 

また昨年は姉妹校提携を結んだということで今の清里高校の校長先生とモトエカ高校の校

長先生は常にメールでやりとりをしていると。清高の校長先生は英語の先生でもあるというこ

ともありまして、日常的にそういうお互いの情報をやりとりしてると。清高のホームページを

見ていただいても常に留学生のことがホームページにアップされていますので、お互いに見る

ことができるということで、非常に取り組みが充実していると考えております。 

そういう中で複数の方の希望者がいるという関係ですけども、実は受け入れ体制の関係につ

いては非常に苦労してるという事でどちらかというと、こちらからいろいろお願いをしながら

受入れを続けております。昨年清里高校とも相談をいたしまして、まずモトエカに行った子供

たちの家庭で優先的に受け入れていただければと言うのは、ニュージーランドに行って戻って

きて、またその子供たちが受け売りをすることによって、また研修の延長にもなるんではない

かとそういう学校の部分もありますし、ＰＴＡ会長の方からもホームステイファミリーの経験

談なんかを載せたものをつくっていただいたりして、高校自体もいろいろホームステイの確保

に努力をしていただいております。それと併せまして、昨日も質問がありましたように受入の

部分については経費の部分でいえば、今まではどちらかというとボランティア的な部分で対応

をお願いしたわけですけども、最低限昨日もありましたように、かかる経費については十分じ

ゃありませんけれども、増額をしていきたいということで、これまで月２万円であったものを

４万円、週で１万円と言うことで、運用してまいりたいと思いますが、そういう形で当面やら

していただいて、少しでも受け入れていただける家庭を増やしていきたいなと考えております。

そういう中で続けることによって、気軽にホームステイを受け入れられる。そういう環境を是

非作っていただいて、その複数いる部分についても、今１名でありますけれども日頃町長とも

いろいろ話してるんですがベストは各クラスに１名いれば一番いいのかなという話もしている

わけです。そこまでは当面の現状難しいわけでありますけれども、ぜひ複数はできればいいか

なあという教育委員会としては考えておりますが、ただその受け入れの部分も制度を改正しな

がらもう少し高校と連携を取りながら、受け入れる環境また気持ちの問題を含めて進めていき

たいなというふうに考えております。ちょっと長くなりました。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） 

教育長の方から話をして頂きたいと思います。留学生が来ると、英語力がついているとかそ

ういう結果みたいなものは簡単に出るものじゃないんですけど、校長先生も英語は達者でおら
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れると言う事であるし、子供たちにとって留学生はどのように役立っているというか英語に関

する発音なり語学力はどうなのか。お聞きしたいと思います。 

 

○９番（村尾富造君） 

 教育長村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 英語の関係については、今回国の出された第２次教育振興計画においても、これからグロー

バル人材の育成ということで小学校の英語も教科化、低学年から実施をするだとかすべてオー

ルイングリッシュで実施するだとか、英語の部分については、国の政策としても重要だという

ことで進めております。 

御質問の件なんですけども、例えばニュージーランドの報告会ですか。これはプラネットで

やっていますし、さらに清里中学校や小清水高校にも行ってやっているわけですけども、そう

いう中では、英語での報告をやったりもしてます。更に取り組みとしては、例えば留学生がき

ます。日常学校にいるわけなんですけども当番というのを決めて、今日は誰と誰が留学生の相

手をする、お世話をするという形で、必ずみんなが留学生とお話をしたりするようなそういう

取り組みも実はやっています。それをやらなければ特定の人だけで終わってしまうんで公平に

と言いますか、そんな取り組みをしております。 

英語の部分につきましても日常的な部分で英語を使っていますので、校長の話の中でも英語

力については、やっぱり上がっている。それから国際的な感覚も常に外国の方もおられますの

で、そういう部分では、非常に有効な授業というふうに評価をいただいているところでござい

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田信幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 わかりました。今後ホームステイの受け入れ体制だとかいろんな問題があるんで、大勢受け

ればいいというものでもないですけど、町としても受入体制をいろいろ考えていただきたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

林業関係の森林管理。プールの利用される木材の量それは理解しました。今後も木造住宅を

建てて、公営住宅を建てていくということでわかりました。ちょっと暮らしの方は、全道でも

１０番ぐらいに入るぐらい結果が良いということですが、今後移住に繋がるような方策を考え

て、努力していただきたいと思います。空き家対策も不動産仲介ぐらいしかできないと思いま

すが、なるだけ早い時期に空き家は対策できるんじゃないかなと推測いたします。そういうこ
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とで人口の減少を少しでも食いとめていただきたいと思います。廃校の関係も順次念頭に置い

て頑張ってくれるとことですが、上斜里総合施設の関係も本当は、町で中を宿泊施設に研修寝

泊まりできるような水周りだとか改修をしてもらって町の持ち物として研修施設にしてほしい

なと思うんですけど、地域で使いたいということがあればそれも可能だということで了解いた

しました。以上で終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 再質問の関係でありますけれども、林業関係ついて先ほどを申し上げました形の中で継続し

て地域材として使えるものは使って、そしてまた伐期の来たものについては適宜計画に基づい

て処理をしながら再造林に向けていきたいと。そういう循環型の山にしていきたいということ

で御理解をいただければというふうに考えております。 

それから移住定住の関係。特にちょっと暮らしの体験事業の関係でありますが、本当にそれ

ぞれの皆さんが頑張っていただいて、多くの方々が清里町に来ていただいているところですが、

さっきの報告にありますように、そうしたら移住定住は何ぼあったんだとなるとなかなか厳し

いというのも事実でありますので、せっかく来てくれた皆さん方ともですね、これＰＴＡ方式

じゃないですけども、緑の山村は同窓会を作っているんですね。だから、そういうような手法

も一つの方向なのかなと。それによってまた訪れてもらっているという。また今回のところも

お聞きしますとリピーターが結構多く、１回きりと言うよりは良ければ何回か来る。だけども

移住までなかなかいかないというのが実態でありますので、そういうような同窓会方式みたい

な方法をうまく機能して、その中からグループが出来てということも１つの方策なのかなとい

うのかと考えております。いろんな面でそちらの方につながって行けるようなそんなことにつ

いてもこれを皆で知恵を出しながらやらんとならんかなというふうに思っておりますので、ご

理解を賜りたいというふうに思います。 

それから空き家対策バンク事業は、いよいよスタートをかけていきたい。当面は調査の方が

先行いたしますけれども、それが整理されてくると貸していい所、売っていい所の内容が出て

くるかと思っておりますので、町自体は不動産の斡旋業は出来ませんので、ただお互いの話を

するための仲介という形の中で進めていきたい。それがある程度進むことによって、危険家屋

の調査も並行してやりますんで、そういう意味において危険家屋がどうなってくるかという部

分も整備がされるし、本当に安全安心な住環境ができていくのではないかなというふうに思っ

ておりますので、ご理解をいただければというふうに思います。 

それから上斜里の会館の関係。町が改修して云々ということもこれも一つの方法としてはあ

るんですが、その後の維持管理は誰をどうするかということを整理しながらいかなければ、た

だ直せば良いということに単純には行きませんので、上斜里総合センターもかなり建物自体は

そんなに良くはないもんですから、仮にやるとなれば、また基礎の部分からとかいろいろ難し

いところもあるのかなと言う気がちょっといたしておりますけど、うまく活用ができるんであ

ればそこら辺を見極めながら、相談をしてもらえればありがたいかなというふうに思っており

ます。先ほど申し上げましたように短期間に使うということであれば、周りの方々との調整も
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当然必要になってまいります。そういう部分も含めて、整理をしていていければなと思ってお

りますので御理解をいただければ。もし本当に団体から希望すると言われれば、話を聞いてみ

なければ解らないということもありますんで、相談に応じていければなというふうに思ってお

りますん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） 

 森林組合、広域に入るのに、個人の方の負担とか大分増えるんですかね。町の負担とか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

森林組合に加入する場合、正組合になるという出資をしなければならないということになり

ますから、出資金に何ぼとこういうことになります。それで組合員的には、なんぼ出資をしな

ければ組合員になれないとは無いんで、一口でも組合員になれます。極端に言えば網走の森林

組合は一口３００円。ただ一口で終わらすという方は、ほとんどいないようでありますね。何

口かあわせて持つということになる。それでうちの町の森林組合は解散しますから、うちの３

００円の出資は、お戻しをします。組合員さんには、全部出資額をお戻ししますし、行方不明

になっている方には、全部供託を裁判所にかけましたんで、それらも全部手続は終わっており

ますから、その出資金を持って同額でもいいですし、一口でいいと言えば良いですが、加入さ

れるときに、網走の森林組合の担当の方とどれぐらいかというやりとりもあるかなというふう

に思っております。 

それから町の方においても、法人加入ですから１つ３００円というわけにはいきませんので、

相当数の口数をやらなきゃならんだろうなというふうに思っているところであります。うちの

町の清里森林組合の出資プラスアルファを私としてはしなきゃならんだろうと。自分の所でご

ざいませんからそういう思いはいたしておりますし、近隣の町とのバランスをとらなきゃ斜里

町も小清水町も大空町も網走の森林組合員ですから。それぞれの町には森林組合ありませんか

ら、うちだけですから、残ってるのは。それと同じような形であとは民有林面積がどうだとか

森林組合に、町民として入っていられる方のバランスだとか、そういうものも加味しながら最

終的には決めていかなきゃならんのだろうなと。当然出資するとなれば議決行為になりますの

で、議会、所管の委員会とも十分に相談をして、そこら辺の内容御理解をいただいた上で措置

をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 
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○６番（澤田伸幸君） 

 村島委員の質問の中で、聞き漏らしたというか、入湯券の古いやつはそのまま使えますと言

っていましたけども、それが大量に持っていたらずっと使えると言う事ですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

結果的にはそういうことになります。もう既にお金をいただいていますから、これは税務署

に確認した結果、売って終わってますんでそれは影響ないということですから。３月３１日ま

でに大量に仕入られるのであれば、それはそれでということになりますが、ただ一人１０円、

１回１０円です。大人で。高齢者や子供は２００円で変わりませんからそういう状況にあると

いうこと御承知おきをいただきたいよろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

２名の方の総括質疑が終わったわけでございますが、そのほかの議員からはありませんか。 

（「なし」との声あり） 

なければこれで総括質疑を終了させて頂きたいと思います。 

以上で議案第１５号 平成２６年度清里町一般会計予算から議案第２１号 平成２６年度清

里焼酎事業特別会計予算までの各会計予算についても質疑を終結いたします。 

ここで暫時休憩いたします。４５分まで休憩。 

休憩  午後 ２時２６分 

                             再開  午後 ２時４５分 

 

●日程第３  議案第１５号 

○議長（村尾富造君） 

 会議を再開いたします。 

日程第３ 議案第１５号 平成２６年度清里町一般会計予算を議題といたします。お諮りし

ます。本件については討論を省略し採決する事にご異議ありませんか。 

(「異議なし」との声あり） 

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。 

起立多数です。従って、議案第１５号 平成２６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１６号 

日程第４ 議案第１６号 平成２６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、採決する事にご異議ありませんか。 

(「異議なし」との声あり） 
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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。 

起立全員です。従って議案第１６号 平成２６年度清里町介護保険事業特別会計予算は原案

とおり可決されました。 

 

●日程第５  議案第１７号 

日程第５ 議案第１７号 平成２６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） 

異議なしと認めます。これから議案第１７号を採決します。この採決は起立によって行いま

す。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

起立全員です。従って、議案第１７号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計予算

は原案どおり可決されました。 

 

●日程第６  議案第１８号 

日程第６ 議案第１８号 平成２６年度清里町後期高齢者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、採決する事にご異議ありませんか。 

(「異議なし」との声あり） 

異議なしと認めます。これから議案第１８号を採決します。この採決は起立によって行いま

す。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

起立全員です。従って、議案第１８号 平成２６年の清里町後期高齢者医療事業特別会計予

算は原案とおり可決されました。 

 

●日程第７  議案第１９号 

日程第７ 議案第１９号 平成２６年の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事にご異議ありませんか。 

(「異議なし」との声あり） 

異議なしと認めます。これから議案第１９号を採決します。この採決は起立によって行いま

す。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

起立全員です。従って、議案第１９号 平成２６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２０号 

日程第８ 議案第２０号 平成２６年の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、採決する事にご異議ありませんか。 

(「異議なし」との声あり） 

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。 

起立全員です。従って議案第２０号 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計予算は

原案とおり可決されました。 
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●日程第９  議案第２１号 

日程第９ 議案第２１号 平成２６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、採決する事にご異議ありませんか。 

(「異議なし」との声あり） 

異議なしと認めます。これから議案第２１号を採決します。この採決は起立によって行いま

す。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

起立全員です。従って議案第２１号 平成２６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１１  意見案第１号～２号 

ここで議事の都合上、日程第１０ 意見案第１号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書に

ついてから 日程第１１ 意見案第２号 地方自治体の臨時非常勤職員の待遇改善と雇用安定

のための法改正に関する意見書についてを一括議題といたします。 

２点についてそれぞれ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） 

 ～意見書第１号、第２号朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから２件について一括質疑を行います。 

(「なし」との声あり） 

 

質疑なしと認めます。お諮りします。この意見案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） 

 

異議なしと認めます。 

これから、意見案第１号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書についてを採決いたします。

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。 

起立全員です。したがって意見議案第１号、特定秘密保護法の廃止を求める意見書について

は原案とおり可決されました。 

次に意見案第２号 地方自治体の臨時、非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に

関する意見書についてを採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

起立全員です。したがって意見案第２号 地方自治体の臨時非常勤職員の待遇改善と雇用安

定のための法改正に関する意見書については原案とおり可決されました。 

お諮りします。ただいま可決されました２件の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） 
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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１２～日程１３  意見案第３号～４号 

ここで議事の都合上、日程第１２ 意見案第３号労働者の保護ルール改悪反対を求める意見

書についてから 日程第１３ 意見案第４号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉にかかわる意見書に

ついてを一括議題といたします。２件についてそれぞれ提出の説明を求めます。 

産業福祉常任委員会委員長村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

～意見書 第３号、第４号朗読～ 

○議長（村尾富造君） 

これから２件について一括質疑を行います。 

(「なし」との声あり） 

質疑なしと認めます。お諮りします。この意見案２件については討論を省略し採決したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

(「異議なし」との声あり） 

異議なしと認めます。 

これから意見案第３号労働者保護ルール改悪反対を求める意見書についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本件は原案どおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 起立全員です。したがって意見案第３号労働者保護ルール改悪反対を求める意見書について

は原案どおり可決されました。 

次に意見案第４号、ＴＰＰ交渉等、国際貿易交渉にかかわる意見書についてを採決します。

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

す。 

起立全員です。したがって、意見案第４号 ＴＰＰ交渉等、国際貿易交渉にかかわる意見書

については原案どおり可決されました。 

お諮りします。ただいま可決された２件の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。

これで本日の本定例会の日程は全部終了いたしました。会議を閉じます。 

平成２６年第１回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

 

 


