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平成２６年第２回清里町議会臨時会会議録（５月１９日） 

 

 平成２６年第２回清里町議会臨時会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 

    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 

    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 

    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 

    ５番 畠 山 英 樹   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 

    町    長   櫛 引  政 明 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   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   二 瓶  正 規 

    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 
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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   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   承認第 １号  清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認について 

   承認第 ２号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認について 

   承認第 ３号  平成２５年度清里町一般会計補正予算（第８号）専決処分承認につい

て 

   承認第 ４号  平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決処

分承認について 

   承認第 ５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５号）専

決処分承認について 

   承認第 ６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３号）専決

処分承認について 

   承認第 ７号  平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）専決処分承

認について 

   議案第２２号  平成２６年度清里町一般会計補正予算（第１号） 

   議案第２３号  平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
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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。 

ただいまから平成２６年第２回清里町議会臨時会を開会いたします。 

ただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

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

定により、議長において４番 加藤健次君、５番 畠山英樹君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 議会運営委員長報告。本臨時会の提案件数、議案の内容から判断して、本臨時会の会期は本

日１日間とすることが適当と思います。以上が、議会運営委員会の結果でありますので、ご報

告いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

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

せんか。 

（「異議なし」）との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。 

 事務局長に報告させます。議会事務局長。 

  

○議会事務局長（小貫信宏君） 

  議長諸般の報告４点について御報告申し上げます。 

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。５月８日、置戸
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町において、オホーツク町村議会議長会第７回定期総会と合わせて北網ブロック町議会議長会

総会が開催され、議長が出席し、決算認定、役員の互選等について審議しております。２ペー

ジをお願いします。その他の会議行事等について、記載の会議、行事に正副議長をはじめ、各

議員が出席しております。 

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

催されております。 

３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２６年２月分、３月分、４月分について４

ページから７ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

４点目、平成２６年第２回清里町議会臨時会説明員等の報告について。８ページのとおりと

なっておりますのでご参照ください。以上で議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、町長の一般行政報告について申し上げます。 

まず、大きな１の主要事業の報告でございます。１点目の介護老人保健施設きよさと新施設

長の就任についてでありますが、前施設長でありました目黒医師が４月末日をもって、退任を

されております。新施設長に、大西勇医師が、５月１日付をもって就任をされましたので、こ

こにご報告を申し上げます。失礼いたしました。西村医師でございます。なお西村新施設長に

おかれましては、昭和１６年１月生まれの満７３歳の方でありまして、元音更町の国民健康保

険診療所の所長をされた方でもございます。 

次に、大きな２の主な会議行事等の報告でございます。自治会長会議につきまして、４月の

１６日、町民会館で開催がされております。町からは、平成２６年度における主な事業の概要

並びに当面する行事や事業、さらには周知事項などにつきまして、各所管課より説明をさせて

いただき、御意見、御質問等をいただいたものでございます。全体で２８名の自治会長さんも

ご出席をいただいております。次に、交通安全防犯青少年育成推進委員会及び、交通安全防犯

協会総会についてであります。同じく４月１６日、町民会館で開催されております。推進員５

７名の出席をいただき、平成２５年度の事業報告及び決算、平成２６年度の事業計画及び予算

についてご審議をいただき、原案どおり承認をいただいております。また総会後に清里駐在所

の所長により、町内における交通事故及び犯罪の発生状況とその対策について御講演をいただ

き、研鑚を深めたものでございます。次に春のごみゼロ運動についてでありますが、５月１０

日土曜日に開催されました。この運動は、町とまちづくり運動推進協議会との共催で、毎年こ

の時期に実施をさせていただいております。今年度は記載の道路におきまして、自治会をはじ

め各職域職場、団体等から１５０名の方々の参加をいただき、ごみ拾いと清掃が行われたもの

でございます。次に、札幌清里会の総会であります。５月１７日土曜日に、札幌市三川屋会館
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で開催がされました。清里町からは議長、農協専務理事、商工会長、観光会長そして私と事務

局３名の計８名で参加をさせていただきました。また北見清里会からは、二俣会長さんも出席

されております。札幌清里会からは、中村会長他３８名の参加でありまして、総会及び交流会

の席におきまして、清里町から参加した方々よりそれぞれ情報提供が行われ、盛会のうちに終

了したところでございます。次に、清里消防団春季消防演習についてであります。５月の１８

日、昨日でありますが、清里町生涯学習総合センター及び市街一円にて開催されております。

昨日はあいにく悪天候のために実施演習につきましては、模擬火災訓練のみの開催でございま

したが、高橋文明北海道議員をはじめ、町内外より多くのご来賓の御出席を賜り、消防団長以

下７５名の参加によって行われ、無事に終了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いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな１、主な事業報告であります。平成２６年度全国学力・学習状況調査について。全国

的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の改善を図るとともに、学校におけ

る児童生徒への学習指導・改善に生かすため、平成１９年度から実施されております。本年度

は４月２２日、全国一斉に実施され、本町では、小学校第６学年４１名、中学校第３学年３７

名が、教科に関する調査では、国語、算数（中学校は数学）、併せて生活習慣や学習環境等に関

する質問紙調査が行われました。全国・全道の集計結果については、８月下旬ごろ公表される

予定であります。 

大きな２、主な会議・行事等の報告であります。 

１点目は、清里町「奏者のための講習会」について。町内、小・中・高校の連携事業として、

５月４日・５日の２日間、清里中学校を会場に、小学校金管バンド・中・高吹奏楽部員の、演

奏技術やトレーニング方法等、レベルアップを図るため、プロの演奏者を招き、講習会が実施

されました。講師は、札幌市より、アンサンブルグループ奏楽（そら）代表、札幌交響楽団主

席オーボエ奏者 岩崎弘昌氏外５名で、コンクールに向けた質の高い指導を受けました。次回

は、７月１２日・１３日に計画されております。 

２点目は、ことぶき大学入学式・開講式について。５月９日、来賓、大学役員並びに講師の

出席のもと開催され、総長あいさつ・来賓祝辞のあと、新しい大学生、１０名の自己紹介があ
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り、平成２６年度は、学生総数で６０名となり、来年３月までの「ことぶき大学」がスタート

いたしました。 

大きな３、教育委員会の開催状況であります。第２回教育委員会は、４月２３日に開催され、

記載の案件、３件を決定しております。 

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  承認第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 承認第１号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認についてを議題と

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、承認第１号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認に

つきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

し、その承認を求めるものでございます。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

今回、専決処分いたしましたのは、清里町税条例の一部を改正する条例であり、平成２６年

３月３１日付けをもって、専決処分させていただきました。今回の条例改正は、「地方税法の一

部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」などの施行に伴い、清里町

税条例の一部を改正するものでございます。それでは、別冊の審議資料より、ご説明いたしま

すので、審議資料の１ページをお開きください。清里町税条例の一部を改正する条例の要旨に

ついてご説明いたします。 

１点目の地方法人課税につきましては、地域間の財源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小

を図るために、法人住民税法人税割の一部を国税化し、地方交付税の原資化とするために、税

率の引き下げを行うものであり、現行の「１００分の１４．７」を「１００分の１２．１」に

改めるものでございます。 

２点目の車体課税につきましては、平成２７年度分から軽自動車等及び小型特殊自動車の税

率を、自家用乗用車にあっては１．５倍に、その他区分の車両にあっては約１．２５倍にそれ

ぞれ引き上げるものでございます。なお、軽四輪車等につきましては、平成２７年４月１日以

後に、最初の新規検査を受けるものから、新税率を適用するものでございます。また、軽自動

車におきましてもグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から１３年を経過した軽四輪

車等について、平成２８年度分から概ね２０％の重課を行うよう、改めるものでございます。
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下表は、区分ごとの「現行税率」「改正後の税率」及び「重課税率」を記載したものでございま

す。 

３点目の固定資産税等の特例措置につきましては、耐震改修が行われた既存建築物に係る減

額措置の創設と、地方自治体の自主・自立の観点から、法律で示す一定の特例割合を参酌し、

条例で定めることができる「地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）」による改正を行う

ものでございます。 

４点目の復興支援のための税制上の措置につきましては、東日本大震災に係る被害を受けた

区域の土地等に係る固定資産税について、課税免税措置等を１年間延長するとともに、平成２

７年度に一般の措置に移行するために改めるものでございます。２ページをご覧ください。清

里町税条例の一部を改正する条例新旧対照表であり、２ページから３９ページまで、本則及び

附則の３９条文において、字句等を改めるものであり、後程、ご参照いただきたいと存じます。

３９ページをご覧ください。附則につきましては、第１条で施行期日、４０ページの第２条で

町民税に関する経過措置、４２ページの第３条で固定資産税に関する経過措置、４３ページの

第４条で軽自動車税に関する経過措置を定め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、承認第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第１号 清里町税条例の一部を改正する条例専決処分承認については、承

認することに決定しました。 

 

●日程第７  承認第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 承認第２号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認につ

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。 
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○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、承認第２号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決

処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

し、その承認を求めるものでございます。 

議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

今回専決処分いたしましたのは、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であり、

平成２６年３月３１日付けをもって、専決処分させていただきました。 

今回の条例改正は、社会保障制度改革推進法の規定による法制上の措置に基づき、持続可能

な医療保険制度を構築するために講じられた「地方税法の一部を改正する法律」などの施行に

伴い、清里町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。それでは、別冊の審議

資料より、ご説明いたしますので、審議資料の４５ページをお開きください。 

清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の要旨についてご説明いたします。 

１点目の課税額につきましては、保険料の賦課限度額を引き上げるものであり、後期高齢者

支援等の税額を、現行の「１４万円」を「１６万円」に、介護納付金課税額につきましては、

現行の「１２万円」を「１４万円」に改めるものでございます。 

２点目の国民健康保険税の減額につきましては、低所得者の保険料負担を軽減する措置であ

り、軽減判定所得の算定基準を見直すものでございます。区分の５割軽減基準額においては、

世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に「世帯主を含める」算定基準に改めるもの

でございます。２割軽減基準額は、被保険者の数に乗ずべき金額を、現行の「３５万円」を「４

５万円」に改めるものでございます。 

３点目の納期につきましては、各納期税額の平準化を図り、より納付しやすい環境を整備す

るために、納期ごとに係る分割金額の端数を、現行の「１,０００円単位」を「１００円単位」

に改めるものでございます。４６ページをご覧ください。清里町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例新旧対照表であり、４６ページから５２ページまで本則及び附則の１５条文にお

いて字句等を改めるものであり、後程、ご参照いただきたいと存じます。５２ページをご覧く

ださい。附則につきましては、第１条で施行期日、第２条で適用区分を定めるものでございま

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。 
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 これから、承認第２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第２号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。 

 

●日程第８  承認第３号 

○議長（村尾富造君） 

日程第８ 承認第３号「平成２５年度清里町一般会計補正予算（第８号）専決処分承認につ

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、承認第３号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第８号）専

決処分承認につきまして、ご説明を申し上げます。 

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

し、その承認を求めるものであります。 

議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

今回専決処分いたしましたのは、記載のとおり平成２５年度一般会計補正予算（第８号）で

あり、３月３１日付けをもって専決処分をさせて頂きました。議案書をもう一枚お開きくださ

い。 

今回の補正は、第１条第２項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ３億６,８３０万２千円を

追加し、予算の総額を５０億２,３７５万９千円とするものであります。第１条第２項につきま

しては、後程、事項別明細書によりご説明申し上げます。主な補正予算の内容つきましては、

歳入のうち地方譲与税、地方交付税、国庫支出金などこれらが確定するとともに、歳出におき

ましては、国民健康保険事業特別会計をはじめ、３特別会計への繰出金などが決定し、併せて

総体的な財源処理を行うものであります。なお、今回の補正によりまして、生じた剰余額につ

きましては、基金への積み増し、起債の繰上償還を行ってまいります。 

第２条の繰越明許費につきましては、議案を４枚お開きください。第２表繰越明許費の補正

につきましては、変更であります。地方自治法の規定により、翌年度平成２６年度に繰越して

使用できることが出来る経費の８款消防費の消防デジタル無線整備事業１億１,０８８万６千

円を１億１,２０４万６千円に変更するのであります。次のページをお開きください。第３表地

方債の補正につきましても、これも変更でありまして、消防防災限度額１億１,５９０万円を１

億１,１５０万円とするものであります。それでは、事項別明細書によりご説明申し上げますの

で、平成２５年度補正予算に関する説明書の一般会計歳入歳出予算事項別明細書の１ページを

お開きください。 

歳入からご説明申し上げます。歳入は、総括表で説明申し上げます。第２款譲与税から１４

款道支出金につきましては、すべて交付額の確定に伴う補正となっております。なお、９款地
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方交付税３億５,１２７万２千円の増額補正は、普通交付税、特別交付税の確定による補正とな

っております。１０款交通安全対策特別交付金から１５款財産収入までは、額の確定による増

減補正であります。１８款諸収入２４６万４千円の減額は、老健の介護報酬収入の減が主な理

由であり、１９款町債４４０万円の減額は、消防デジタル無線の実施設計に基づく起債対象事

業の減による町債の減額であります。 

それでは、続いて歳出について説明をいたします。８ページをご覧ください。 

２款総務費・２項総務管理費・２目財産管理費につきましては、年度末の剰余額２億２,８３

７万５千円を、公共施設整備基金に積み増すのであり、特定財源その他７３万９千円の減額は、

財産収入の利子収入分であります。なお、補正後の平成２５年度末基金の総額は、北海道   

資金組合積立金を含み、４２億８,９２６万７千円となっております。同じく２項総務管理費・

５目自治振興費につきましては、財源振替であります。 

３款民生費・１項社会福祉費・４目老人福祉費１０２万４千円の減額つきましては、介護特

会、繰出金の実績精算により減額であり、特定財源その他は、介護報酬収入の減額であります。

５目国民年金事務費につきましては、財源振りかえであります。 

４款衛生費・一項保健衛生費・３目各種医療対策費６３３万６千円の減額につきましては、

国保会計繰出金５６８万２千円、後期高齢者医療会計繰出金６５万４千円の実績精算による減

額であります。９ページをご覧ください。 

７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費８００万円の増額につきましては、道路橋梁

及び河川指定管理業務委託料の増額補正であり、町道除排雪の委託経費の追加による補正であ

ります。 

８款消防費・１項消防費・１目消防費１１６万円の増額につきましては、消防デジタル無線

整備事業における起債対象事業経費の減による本部負担金１１６万円の増額補正であります。 

９款教育費・３項中学校費・１目教育振興費につきましては、財源振替であります。 

１０款公債費・１項公債費・２目元金１億３,８１２万７千円の補正につきましては、地方債

元金の繰り上げ償還であり償還後の起債残額は７２億８,７０８万６千円となります。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、承認第３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認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、承認第３号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第８号）専決処分承認に

ついては承認することに決定しました。 

 

●日程第９  承認第４号 

○議長（村尾富造君） 

日程第９ 承認第４号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専決処

分承認についてを議題とします。 

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、承認第４号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

し、その承認を求めるものでございます。次のページをお開きください。 

今回専決処分いたしましたのは、平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）であり、平成２６年３月３１日付けをもって専決処分をさせていただきました。次のペー

ジをお開きください。 

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２４０万円を減額し、予算

の総額を４億１,１６５万円とするものであります。第２項につきましては、後程事項別明細書

により説明いたします。今回の補正は、平成２５年度の保険給付費などの確定に伴う、国庫支

出金道支出金及び一般会計繰入金の予算調整及び歳出の確定による不用額の減額を行うもので

あります。別冊の補正予算に関する説明書の一般会計の次中ほどの薄い茶色の介護保険事業特

別会計の事項別明細書の歳出から説明を申し上げますので、４ページをお開きください。 

歳出、1款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費１８万２千円の減額は、不用額を減額

するもので、特定財源の国道支出金２万１千円は国庫負担金で、その他は一般会計繰入金であ

ります。次の１款総務費・２項賦課徴収費・１目賦課徴収費３万円の減額につきましても、不

用額を調整するものであり、特定財源その他は一般会計繰入金であります。５ページに移りま

す。１款総務費・３項介護認定審査会費・１目介護認定審査会費１４万円の減額及び２目認定

調査会費２２万９千円の減額も不用額の整理で、特定財源その他は、一般会計繰入金でありま

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７８万３千円の減

額も保険給付の確定に伴う減額で、特定財源の国庫支出金は、国庫補助金の調整交付金９７万

６千円の増額と道負担金介護給付費負担金１６３万２千円減額の差し引きで６５万６千円であ

り、その他の１２万７千円の減額は、一般会計繰入金であります。次の２款保険給付費・２項

高額介護サービス等費・１目高額介護サービス等費６８万９千円の減額も給付の確定に伴う減

額で、特定財源の国道支出金は、国庫補助金の調整交付金８５万９千円の増額と、道負担金介

護給付費負担金１４３万７千円の減額との、差し引きによる５７万８千円の減額であり、その

他の１１万１千円の減額は、一般会計繰入金であります。６ページをお開きください。２款保
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険給付費・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１９万３千円

の減額も、保険給付の確定に伴う減額で、特定財源の国道支出金は、国庫補助金の調整交付金

２４万１千円の増額と、道負担金の介護給付費負担金４０万３千円の減額で、差し引き１６万

２千円の減額でありその他の３万１千円の減額は、一般会計繰入金であります。 

３款地域支援事業費・２項包括的支援事業費、任意事業費・２目任意事業費１２万９千円の

減額も不用額を減額するものであり、特定財源その他は一般会計繰入金であります。５款公債

費・１項公債費、１目利子２万５千円の減額は、一時借入れがなかったことにより、不用とな

りましたので減額するものであり、特定財源その他は一般会計繰入金であります。次に１ペー

ジの総括にお戻りください。総括歳入をご覧ください。３款国庫支出金・４款道支出金・７款

繰入金との特定財源となっております。 

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、承認第４号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

したがって、承認第４号 平成２５年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）専

決処分承認については、承認することに決定しました。 

 

●日程第１０  承認第５号 

○議長（村尾富造君） 

日程第１０ 承認第５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５号）

専決処分承認についてを議題とします。 

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、承認第５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５号）専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法の定めに基づき、専決処分をいたしましたので、議会に報
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告し、その承認を求めるものでございます。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

今回、専決処分いたしましたのは、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５号）であり、平成２６年３月３１日付けをもちまして、専決処分させていただきました。

議案書を１枚お開き下さい。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１千２６５万９千円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７億４千８２０万８千円とするものでございます。第１条

第２項につきましては、後程、別冊の「国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書」

により、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、事務費及び保険給付費などの精算並びに国民健康保険税及び国道補助金など

の確定に伴い、財源調整措置を行ったものでございます。それでは、歳出よりご説明いたしま

すので、別冊の平成２５年度補正予算に関する説明書の黄色の国民健康保険事業特別会計歳入

歳出予算事項別明細書の６ページをお開き下さい。 

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、事務費の実績により、７節

賃金から１９節負担金補助及び交付金まで合計７６万４千円を減額するものでございます。特

定財源は国・道特別調整交付金、一般会計繰入金を減額し、一般財源に振替えするものでござ

います。２項徴税費・１目賦課徴税費につきましても、事務費の実績により、９節旅費から１

２節役務費まで合計２万９千円減額するものでございます。７ページの３項運営協議会費・１

目運営協議会費につきましても、１節報酬から１１節需用費までの事務費の実績により、合計

８万６千円を減額するものであります。特定財源その他は一般会計繰入金でございます。 

２款保険給付費・１項療養諸費につきましては、医療費の確定に伴い、減額措置するもので

ございます。１目一般被保険者療養給付費４８３万２千円、３目一般被保険者療養費４６万８

千円。８ページをお開きください。４目退職被保険者等療養費、１７万８千円、５目審査支払

手数料４万４千円。合計５５２万２千円を減額するものでございます。特定財源内訳につきま

しては、国・道の負担金及び補助金の確定に伴い、財源調整措置を行っており、国道支出金が

８４５万１千円の減額、その他は前期高齢者交付金の財源振替により３２５万４千円の増額。

合計５１９万７千円の減額となってございます。２項高額療養費につきましても、医療費の確

定に伴い減額措置するものであり、１目一般被保険者高額療養費４０２万５千円、２目退職被

保険者等高額療養費７５万５千円、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育費を皆減し、合計５１２万を減額するものでございます。特定財源の

内訳のその他は、療養給付費交付金８５万５千円、前期高齢者交付金４０２万５千円。合計４

８８万円の減額となってございます。９ページの３項移送費・１目一般被保険者移送費及び、

２目退職被保険者等移送費につきましては事業の確定に伴い皆減するものであり、特定財源そ

の他は療養給付費交付金でございます。４項出産育児一時金・１目出産育児一時金につきまし

ては、事業確定により３万５千円減額するものであり、特定財源その他は、一般会計繰入金の

出産育児一時金繰入金でございます。５項葬祭諸費・１目葬祭費６万円の減額につきましても、

事業の確定によるものでございます。１０ページをご覧ください。 

８款保健事業費・１項特定健康診査等事業費及び２項保健事業費につきましては、事業の実

績に伴い減額するものでございます。特定健康診査等事業費につきましては、１１節需用費か

ら１３節委託料まで合計１７万３千円の減額、疾病予防費が、７節賃金から１３節委託料まで

合計１８万５千円の減額であり、１目特定健康診査等事業費の特定財源その他は、一般会計繰
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入金の減額でございます。１１ページの１０款公債費・１項一般公債費 １目利子につきまし

ては、一時借入金が生じなかったことにより、一時借入金利子を皆減するものでございます。 

１１款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・１目保険税還付金につきまして、実績により

２８万７千円を減額するものであり、保険税還付金が２６万９千円、保険税還付加算金が１万

８千円の減額でございます。２目償還金につきましては、財源振替を行うものであり、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、総括表でご説明申し上げますので、１ページにお戻り下さい。 

１款国民健康保険税、１１款諸収入が一般財源であり、３款国庫支出金から９款繰入金まで

が特定財源でございます。 

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、承認第５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

したがって、承認第５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５号）

専決処分承認については、承認することに決定しました。 

 

●日程第１１  承認第６号 

○議長（村尾富造君） 

日程第１１ 承認第６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３号）

専決処分承認についてを議題とします。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、承認第６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３号）専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

し、その承認を求めるものでございます。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

今回、専決処分いたしましたのは、平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第
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３号）であり、平成２６年３月３１日付けをもちまして、専決処分させていただきました。議

案書を１枚お開き下さい。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６

６万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５千８８４万６千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、後程、別冊の後期高齢者医療特別会計事項別明細書によ

りご説明申し上げます。 

今回の補正は、事務費及び保険料還付金等の精査に伴う措置を行ったものでございます。そ

れでは、歳出よりご説明致しますので、別冊の平成２５年度補正予算に関する説明書の緑色の

後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３ページをお開き下さい。 

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、事務費の実績により、９節

旅費から１３節委託料、合計２６万２千円を減額するものでございます。特定財源その他は一

般会計繰入金でございます。２項徴収費・１目徴収費につきましても、事務費の実績により、

１１節需用費、１２節役務費、合計３万５千円を減額するものであり、特定財源その他は一般

会計繰入金でございます。 

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３４万７千円の減

額は、事務費負担金の確定によるものであり、特定財源その他は一般会計繰入金でございます。 

３款諸支出金・１項償還金及び還付加算金・１目保険料還付金は実績に伴い、１万８千円を

減額するものであり、保険料還付金が１万７千円、保険料還付加算金が１千円の減額でござい

ます。特定財源その他は広域連合還付金でございます。歳入につきましては、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。 

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、承認第６号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第６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３号）

専決処分承認ついては、承認することに決定しました。 
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●日程第１２  承認第７号 

○議長（村尾富造君） 

日程第１２ 承認第７号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）専決処

分承認についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

ただ今上程されました、承認第７号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３

号）専決処分の承認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、地方自治法の規定により専決処分をいたしましたので、議会に報告し、

その承認を求めるものであります。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。 

今回専決処分いたしましたのは、平成２５年度清里焼酎事業特別会計補正予算（第３号）で

あり、平成２６年３月３１日付けをもちまして、専決処分させていただきました。議案書を１

枚お開きください。 

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６０万円を減額し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ７千４９０万６千円とするものであります。第１条第２項につきまし

ては、後ほど別冊の清里焼酎事業特別会計事項別明細書によりご説明申し上げます。今回の補

正は、平成２５年度の財産売払収入の確定に伴い、製造費の歳出確定による不用額の減額を行

うものであります。 

それでは、歳出から説明いたしますので、別冊の補正予算関する説明書の後ろの焼酎事業特

別会計の事項別明細書の３ページをお開きください。 

２款製造費・１項製造管理費・１目醸造費６０万円の減額は、不用額となりました賃金、需

用費、公課費、それぞれ合計で６０万円を減額するものであります。財源内訳は一般財源であ

ります。次に１ページの総括表に戻りください。 

歳入につきましては、１款財産収入について、生産物売払収入の減額に伴い、６０万円を減

額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、承認第７号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認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、承認第７号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）専決処

分承認については承認することに決定しました。 

 

●日程第１３  議案第２２号 

○議長（村尾富造君） 

日程第１３ 議案第２２号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第１号）を議題としま

す。 

本件について、提案理由の説明を求めます。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２２号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第１号）

について提案理由の説明を申し上げます。 

補正の総額は、第１条第２項に記載のとおり歳入歳出にそれぞれ５億６千９６１万６千円を

追加し、予算の総額を４７億４千３６１万６千円とするものであります。第１条第２項につき

ましては、後程事項別明細書により説明申し上げます。 

第２条地方債の補正につきましては、ページを２枚お開きください。第２表地方債の補正は

追加であり、町民プール整備事業債について限度額を２億６千万円とし記載の内容で補正する

ものであります。 

事項別明細書により説明申し上げますので、款項区分により補正予算の内容について説明申

し上げます。別冊の補正予算に関する説明書を御用意いただきたいと思います。歳出より説明

申し上げます。事項別明細書３ページをお開き願いたいと思います。 

今回の補正は、既存プールの経年劣化による新たな建設を行うための補正予算であります。

歳出予算科目は、５款農林水産業費、及び９款教育費において予算措置を行いますが、森林整

備加速化林業再生事業補助金の関係により、本体建設工事関連につきましては、農水費。既存

施設の解体及び代替施設管理につきましては、教育費において予算計上を行っております。 

５款農林水産業費・２項林業費・１目林業費５億３,3８０万９千円の補正は、プール本体建

設工事請負に５億２千２００万円。施行管理委託に６７８万３千円。備品購入に４７２万１千

円が主な内訳であります。財源につきましては、国道支出金としてがんばる地域交付金２千万

円及び森林整備加速化林業再生事業補助金が１億６,９６１万６千円。町債が２億６千万。公共

施設整備基金より８,４００万円の繰入を行っております。 

９款教育費・５項保健体育費・３目町民プール費３,５８０万７千円の補正は、既存プールの

経費の減額、及び代替施設として使用する、光学小学校プールの整備及び既存施設の解体工事

請負に３,６００万円を補正するものであります。特定財源その他３,６００万円は公共施設整備

基金からの繰入れであります。 

それでは、引き続き歳入について説明申し上げますので、１ページにお戻りいただきたいと

思います。 

特定財源となります１３款国庫支出金、１４款道支出金、１６款繰入金、１９款町債につい

ては、補正概要の中で説明申し上げました。またなお、別冊審議資料５４ページから５７ペー
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ジに補正予算概要を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。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。畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君) 

ただいま説明をいただいた中で、町民プールの関係であります。５億２,２００万。その中に

太陽光という事業が入っておられるというふうにお話を聞いてございます。当然建てるときに

は一緒だよ、その方が大変便利だよという説明を受けており、建てる分については、いたし方

ないのかなと思っているわけでありますが、太陽光については、町長の肝いりの事業でありま

す。これで終わるわけではないというふうに思っています。これから３つの事業が始まってい

く。これも１つの事業の始まりだというふうに思っています。詳しい要綱もなしで太陽光が建

てられるというここら辺の意味合い。わかりましたら御説明願いたいと思います。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 再生可能エネルギー導入の件かなと思っております。前段のほう議決いただきました、平成

２６年度再生可能エネルギー導入。整備の事業に関しましては、再生可能エネルギー導入整備

計画。これに基づいて実施しているところであります。 

また、新たな施設に配置する再生可能エネルギー本件につきましては、太陽光発電になって

おりますが、これにつきましても新たな施設については、その施設の建設と同時に建設に付帯

して設置していくと。設置を検討するというふうな形で導入計画の中で表現させていただいて

いるところでありますので、それに従いまして今回もプールの建設にあたっては、太陽光の方

パネルの設置に本体工事とした形で事業実施しているということでございますので、ご理解願

いたいと思っております。 

 

○９番（村尾富造君） 

畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

基本的に計画は聞いてございます。事業が始まる建物については、太陽光エネルギーを基本

的にその課で使うなら良いですが、売電はまるっきり別ですよとなれば、太陽光という単独の

事業。その中の詳細は具体的にどうするんだと。誰が管理して、どんなお金の使い方をするか

という事業の展開、今回このプールから始まるわけでありますから、当然ここで示していただ

けなければ、理解できないというふうに思っていますが。 

 

○９番（村尾富造君） 

総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 
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基本的に再生可能エネルギー導入の計画の段階において、議員御質問の管理につきまして、

日常的な管理につきましては、設置場所を所管しておる課が管理していくというふうに考えて

おります。また、全体的な再生可能エネルギーの進行管理、運用管理等については、エネルギ

ー再生可能エネルギー所管であります総務課が所管していくというに考えております。 

また、運用果実につきましては、基金に積んで、日常的な子育てあるいは教育に活用してい

く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。 

 

○９番（村尾富造君） 

畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

答弁については、私も聞いているところであります。ただ、具体的な事業が始まるときに言

葉だけでという部分で済むかどうかっていうことです。何に使うのか。もう少し具体的な事業

展開を進める。本来であればただの事業ではないと思っています。これは今年、町長が力を入

れて、計画でいけばこれから５年間、１４カ所という話で進んでいるわけでありますから。こ

れは当然、相手がいることでどう変わるかわかりませんが、この１４カ所については、太陽光

は清里の町が率先して使うんだぞこれも理解します。ただ、この太陽光は、プールで使って、

すぐに庁舎、あるいは緑、もう一カ所あったと思います。具体的に事業が進むと、これは完全

に別な太陽光という事業の中で、具体的に１つの事業として進めていただかなければならない

というに思っています。 

 

○９番（村尾富造君） 

総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

議員御指摘の再生可能エネルギーの事業に関しては、総括的なトータルな考え方で進めてい

くべきだというお話しでございますので、それも含めて慎重に実施、実行して参りたいという

ふうに考えております。 

 

○９番（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 畠山委員からも質問ありましたけども、この町民プールに関しましては、委員会の席上で、

当初からまずは反対いたしております。やはりこうやって人口減少がどんどん進む中、子供た

ちもどんどん少なくなっていく中、こういった大規模なハード事業が今まだ進められていると

いう現状を踏まえまして、私は委員会の中でも反対をしてまいりました。やはりこうやって４

千４００人を割ってきて、それ相応の町の現状を見たときに、今の状況にあった物づくりとい

うものを起点に考えていかなければ、今後ますます建てた後に負担がかかります。そしてこう

やって、６億数千万という大規模な事業であります。手出しも当初は２億６,０００万って言っ
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ておりましたが、現実的には、２億１,３００万というふうになっております。町民の健康増進

のため、またはプールの老朽化のためとは言いながら、プール自体が現状と何ら変わらない状

態で建てられると。これは、本当に町民が望んでいるのかというふうに思いまして、委員会の

席上から当初反対してまいりました。 

また今回、太陽光ということで出されておりますけども、いろいろな細部に関しては、所管

の係が受け持つと。で、町長が推し進めております太陽光につきましては、全１４カ所中、今

年は、老健含めまして３カ所ということですが、これがなぜプラスワンにならないのか。プー

ルに関しての一体事業であるから所管が生涯学習係であり、収支決算に関しては最終的には総

務課がとり行うということなんですが、これは総務課が一体としてやるべきではないのかとい

うふうに思います。と言うのは、プールに関しては補助金が出るんですが、太陽光に関しては

一切補助金が無い。であるならば、今まで同様、３カ所プラスワンというふうに考えた事業展

開というものを推し進めていくのが筋ではないかなというふうに思いますが。そういった中で、

１,５００万かかりますけどもわずか１５キロで１,５００万。私たち民間で考えたら高いなとい

うふうに思うんですが、今年３カ所やる６,０００万。プラスアルファ１,５００万ということで、

４カ所でやるというふうに捉えた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですが。所管を

別にするとは、ちょっと私は理解できないですが、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） 

 先ほども御質問にお答えしたんですが、新たな施設建設に際しては、その建設に付帯して太

陽光再生可能エネルギーを投入していくという基本原則に基づいて、事業執行をしているとい

うことでございますので、ご理解していただき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） 

この太陽光事業というのは、総体で２億数千万。１４カ所やるというふうに聞いております

が、なぜプールの横につくるのであれば、プールで使わないのか。余った物を売るというのが、

普通はそうじゃないかなというふうに思うんですが。まず一般的に考えたら、やっぱりそこで

作ったものをそこで使い、残ったものを売電するというのが筋ではないかなというふうに思う

んですが、なぜ全量売電なのか。この１４カ所、全て売電という考えでいくのかなというふう

に思いますが、今現在の価格が将来的に続いていくということは考えられないですし、そうい

った事業の中で総投資２億数千万かかりますが、これ元を取るとか取らないというのは、太陽

光と自然エネルギーといった事業とは別だと思っているんですよ。やはりエコな環境をつくる

ために太陽光というのは日本国内でも重要視されておりますし。ただやはり収支というのは、

あまりマイナスだと財政的には困るんですよ。であるならば、将来的にわたって現状の単価が

見込まれないんであれば、全て売電ということでなく、その箇所でつくったものはその箇所で
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使って、後に足りないのであれば、また北電から買い取る。余ったものに関しては、北電に売

る。普通私たちはそういうふうに考えるんですが、その辺いかがですか。 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 再生可能エネルギー導入に関しましては、エネルギーの地産地消プラスそこから得た果実の

運用。福祉教育にそういったその果実を活用していくと。それから、まずは地方自治体が今の

エネルギー環境の中で、エネルギーの地産地消に力を注いでいくという基本原則の中で実施し

ている事業でございますので、まさに事業の中身等につきましても十分御理解願いたいという

ふうに考えます。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） 

 今、課長が申されたように、エネルギーの地産地消ということは、理解できますよ。ただ２

億数千万かけて出来た後に、年間の売電量が幾らになるのか。これは数字上では、何十年かか

るかわからないですけどもちょっと無謀ではないかなというふうに思えるところがありますん

で、今後もこれからまた違う箇所で、太陽光がなされていくのは、計画的にはっきりしており

ますが、やはりつくったものをその場所で使っていただくというふうなことを前提にやっても

らいたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 全量売電、余剰売電こういったものが、当初のイニシャルコスト、ランニングコスト等も含

めた形で、十分に中身を精査して考えていきたいと思います。なお１４カ所の施設につきまし

ても、説明のとおり、今後の社会情勢なり勘案した中で決定していきたいと思っておりますの

で、１４カ所が確定であるという理解ではないとご承知おきいただきたいと思っております。 

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） 

この補正に関して、プールを建設することに対しては、私は賛成をいたします。ただこの新

しい施設を導入するにあたって、再生エネルギー太陽光発電ということで設置していくという

当初からの計画があった。当初の時点では今言われている論議の中のように、最初はその施設
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の中で使って、余ったものを売電というような表現もあったのかなというふうに思います。た

だ、いろんな環境の変化、条件の変化等にあり、全て売電という方がむしろいいんでないか、

そのことによっての再生エネルギーの効果の出し方もできるんでないかという方向に変わった

んだろうと思います。変わった時点で、このプール建設自体に合わせたという部分について、

疑問符がちょっと付いてくるのかなと思います。畠山議員の質問にありましたとおり、そうい

う形であれば、再生化エネルギーは、やっぱり要綱なりきちっとした体制をやっぱり築いてい

くべきだというふうに思います。太陽光事業が展開をされていくことは、非常にいいことだと

いうふうに私は理解をします。ただ、行政がする場合において非常にコストが高くなっている。

私は行政でやる場合に、費用対効果という言葉は使いたくないですが、できるだけ効率の良い

政策あるいは内容というものをきちっと提示していくべきだと思います。今、総務課長の答弁

の中にありましたとおり、今後の１４ヵ所についてもどうしていくか考えていくと言うが、ス

ピード感を持って行かなければならない。国の政策の単価が毎年変わっていく環境の中、１４

ヵ所がすべて売電だということであれば、ランニングコスト等を考えたときにそれが最善の方

法がどういう施設なのか、極端なことを言えば、メガが一番いいわけですが、北電との相手の

交渉の中で、メガは町内の回路上で困難な状態にあるとすれば、５０キロ未満で制作するとい

う関係の中で、早期にどういう形で何機どうやっていくことがベターなのか。何年計画にすべ

きなのか。１４ヵ所をただ考えていきますということじゃなくて、是非早急にどういう形にし

ていくのか。早急にこの方向性、目的、そして、総額経費。そしてそれにあがる収益。そして

それをどういう目的に使っていくのか提示をするべきです。自然エネルギーの活用は賛成はし

ますが、その事業をするにあたって、どれぐらいの経費もかかるのか。これも同時に町民に知

らせるべきだと思います。是非これ町長、どのように捉えて方向性を示していくのかをこの機

会にお伺いをしておきたいと思います。 

 

○９番（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま加藤議員からの御質問であります。基本的に太陽光の関係については、再生可能エ

ネルギーと、それから従来のいろんな部分からも進めてきているところであります。 

 そうした中で今質問がありましたようにそれらの一体的な基準を定めて、使途目的や将来的

な部分を含めて、もう少し精査をする必要があるんではないか、その方向性を明らかにすべき

だということであります。 

基本的に大義名分的には再生可能エネルギーの地産地消そして環境問題、エネルギー問題と

いうことでの方向性はあるわけでありますが、それを具体的に我が町の部分で当てはめたとき

に、どういうようなスタイルにしていくんだというようなことかと思います。これも時代によ

って常に動きますので、１回決めたからこれでなければ駄目だということでは、無いんだろう

なというふうに思っております。先ほど申し上げました全体的な方向性というのは、従来から

変わっていないわけでありますから、あと個々の取り扱いの関係についても十分に検討を加え

ながら、また委員会とも相談をさせていただきたいというふうに思っております。 

ただ今回のプールの中の太陽光については、売電は主にしておりますけれども、万が一緊急
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事態には必ず使えるということの切替装置が入っている施設でありますから、これからの町で

予定している各公共施設における太陽光の関係もそういうような中で進めております。ですか

ら極端に言うと、災害時に止まった時に、それを切り替えて使うことが出来るということであ

りますから、全く使わないっていうことでは無いと。ただ売電を先にするのか、使って余った

やつを売るのかという議論は後々まで出てくるのかなと思っておりますがそんな内容であると

いうことであります。 

また今回の太陽光をこのプールの中で、一体的に整備をさせていただくというのは、新施設

については、従来ともそういう形で施設の設置に合わせて、建物の設計やらが入ってきますか

らそれに合わせてやってきているというようなことでありますので、ご理解をいただきたい。

ただそれからあがった収益上の事だとか利用の関係だとかこれは御質問がありましたように一

体の太陽光発電から生まれる収益の活用の仕方として、それらも組み込んでいくということで

御理解をいただければというふうに思うところであります。以上であります。 

 

○９番（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 質疑ということですので、今課長そして町長から答弁がございましたけど。その点について

確認しておきたいところですけど、エネルギーの地産地消と言われましたけど、僕が解釈する

部分での地産地消とは、地で生んだものを地で使っていくという解釈に立った時には、売電に

するということが地産地消に結びつく。確かにその売電したお金を地元で教育とかそういうも

のに使っていく。議論的にはわかるんですけど、言葉的に捉えればあくまで使っていくという

ことが基本じゃないのかなと認識する部分なんですけど、そこら辺について拡大解釈すればそ

ういう形なのかなと。そういったことも含めて、町が再生可能エネルギーに向けてのきちっと

した基本路線は、つくっておくべきじゃないかなと感じるところでございます。今回このプー

ルの関係につきましても、一緒に付帯の工事としてやっていくわけで、確かに一緒にやってい

るようなものが良いのかなと感じるんですけど、町民サイドから見れば、その電気が利用され

ているということで、初めて太陽光をつけた値を町民に理解してもらえるのではないのかなと。

それが全部売電で、売電されたお金はそういうふうに還元されて使われているんですよという

形は、なかなか町民には直接感じ取れる部分ではないのかなと。そこについてちょっとお伺い

していきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の御質問でありますけれども、地産地消の考え方は、これいろいろとり方なのかなと。

単純に一番明快なのは、自分のところ出来た物は地元で消費すると。いうのが地産地消これが

一番わかりやすいかなと思いますけれども、ただその部分をどこかに還元をして、またそこか

ら得た利益を地域で還元していくという手法もこれも地産地消の１つということで、定義づけ
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られてますんで、たまたま今回の部分については、そういうような形での扱いということで御

理解をいただければというふうに思います。また全体的な先ほどもありましたけども、今後の

そこから生み出される利益、収益をどういうふうにまちづくりに使っていくんだと。基本的に

は前の答弁でも申し上げております。その中では子育てだとか教育だとか、未来の子供たちの

ためにというお話をさせていただいておりますけども、それをより具体的な展開の方策という

ことであるそういう部分で、先ほどの全体の活用も含めてまた委員会とも十分に詰めていきた

いなというふうに思っております。単純に言えばそこから出た利益を変な話ですけども、一時

的に一般会計に入れるのか、基金に入れるのかそういう議論もいろいろあるかと思いますんで、

そこら辺についても、まだこれから工事をやって出てくるので、時間的なものもございますか

ら十分に議会とも詰めながら最も見やすくて、わかりやすい方式で行ければなというふうに思

っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。また売電の

単価の関係も、いろいろこれ時代とともに動いていきますので、一概にこれが云々ということ

でいきませんけども、やっぱりそこでそれもですね。時代の趨勢を見ながら、これはもう全然

成り立たないなということになれば、改めてまた相談をさせてもらわなきゃなと。たとえ今の

段階ではですね、方針を先に出したとおりでありますので、その方針に向けてですね。まず、

着々と進めて行きたいという段階でありますので、ご理解をいただきたいというふうに思いま

す。以上です。 

 

○９番（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今の町長の答弁についてトータル的には理解をいたします。しかし今の答弁の中にあった言

葉の中で、その利益をどう使うかという表現がありました。本当に利益が出るんでしょうか。

私は、この再生エネルギーを自治体で使っていくっていう方向については、賛成です。そして、

その売り上げの使い方をどうするかってことも方向性については良いかと思います。 

今言われた、この施設の運用、要するに清里町が設置する自然エネルギー。投資をして、結

果として利益が出るというのは、私は現段階の情勢の中では非常に難しい問題だと。利益が出

るんじゃなくて、そういう事業展開を行政がすることの必要性。そして貴重な売上をどう使っ

ていくか。正しく町民の中に理解をさせるためにも、私は使い道にかかわるこの経費、あるい

は売上、そういうものをきちっとあからさまに見せられる、そしてどういう趣旨でやってくか

っていう、再生エネルギーの活用の清里版をきちっと築いて、条例あるいは条項こういうもの

を整理されてはいかがか。そのことを要望しておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。只今の利益と売上げの判断でありますけども、必ずしも利益が今後出てくるのかどう

かは、かなり厳しいところはあるんではないかというふうには思っておりますけれども、単純

に利益だけの追及ということでなくて、売り上げた部分から、またその方向性からどう捉えて

いくというのが重要なファクターになってくるだろうというふうに思っておりますんで、この

部分も含めながら議会とも十分詰めていきたいなと考えておりますので、ご理解をいただきた
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いと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで質疑を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

これから、議案第２２号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立多数です。 

したがって、議案第２２号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第１号）は、承認する

ことに決定しました。 

 

●日程第１４  議案第２３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第２３号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第２３号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１０６万１千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ７億５千６８万６千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、別冊の国民健康保険事業特別会計、歳入歳出予算事項別明細書により、後程

ご説明申し上げます。 

今回の補正は、国民健康保険税改正等に伴う、国民健康保険システムの改修に要する経費に

ついて補正をさせていただくものでございます。それでは、歳入歳出補正予算につきまして、

ご説明いたしますので、別冊の平成２６年度補正予算に関する説明書の黄色の国民健康保険事

業特別会計、歳入歳出予算事項別明細書の６ページをお開き下さい。歳出よりご説明申し上げ

ます。 

１款総務費・１項総務管理費・１目一般管理費１０６万１千円の増額につきましては、１３

節委託料におきまして、国保システム改修業務に係る所要額を補正するものでございます。 

歳入につきましては、上段にお示ししているとおり、特定財源として国の財政調整交付金１
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０６万１千円を増額補正するものでございます。 

以上で提案理由の説明といたします。 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

これから議案第２３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

これから議案第２３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

したがって、議案第２３号「平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）」は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

これで、本日の会議は全部終了しました。会議を閉じます。 

平成２６年第２回清里町議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。 

 

                               閉会 午前１１時０７分 


