
 

 

 

 

平成２６年第３回定例会 
 

 

 

 

 

清里町議会会議録 
 

 

 

平成２６年 ６月２０日 開会 

平成２６年 ６月２０日 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清里町議会 



1 

平成２６年第３回清里町議会定例会会議録（６月２０日） 

 

 平成２６年第３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   近 藤    博 

    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   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 
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    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 

    農業委員会事務局長   二 瓶  正 規 

    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   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   報告第 １号  平成２５年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

   同意第 ２号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

   一般質問     名  件 

   議案第２４号  北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

   議案第２５号  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 

   議案第２６号  清里町焼酎事業所条例の一部を改正する条約 

   議案第２７号  平成２６年度清里町一般会計補正予算（第２号） 

   議案第２８号  平成２６年度清里町焼酎事業所特別会計補正予算（第１号） 

   議案第２９号  公共施設太陽光発電システム設置工事請負契約の締結について 

   議案第３０号  町有林伐採木売払い（その１）契約の締結について 

   議案第３１号  町民プール建設工事（建築主体）請負契約の締結について 

   議案第３２号  町民プール建設工事（機械設備）請負契約の締結について 

   意見案 ５号  ２０１５年度地方財政の充実・強化を求める意見書について 

   意見案 ６号  憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行わないことを求める

意見書について 

   意見案 ７号  道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実

態に応じた高校づくりの実現を求める意見書 

   意見案 ８号  ２０１５年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見

書について 

   意見案 ９号  平成２６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

   意見案１０号  規制改革会議意見書の取り扱いに関する意見書について 

   発議第 １号  議員の派遣について 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成２６年第３回清里町議会定例会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

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

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

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

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

 

○６番（澤田伸幸君） 

 議会運営委員長報告。本定例会の会期は、一般質問、一般会計補正予算など提案件数、議案

の内容から判断して、本日１日間とすることが適当と思われます。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への出席報告についてであります。（１）５月２５日
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から２７日の３日間、福岡県福岡市にあります株式会社山口油屋福太郎へ記載の議員と町長、

関係職員とともに、きよさと焼酎の販売に向けた要請と関連施設の視察を行っております。次

に（２）（３）の関係でございます。オホーツク圏活性化期成会関係であります。５月３０日北

見市において平成２６年度定期総会と６月７日、同じく北見市において、国会議員に対し記載

の要請活動を行っております。２ページになります。（４）６月５日札幌市において、北海道町

村議会町村議長会第６５回定期総会が開催され、報告事項、各管内議長からの提出議案１４件、

総会議決特別議決が提出され、それぞれ原案のとおり可決承認されました。３ページになりま

す。（５）その他の会議行事等について、記載の会議行事等に正副議長初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等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。４ページになります。 

３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２５年度分を含みます平成２６年５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。 

４点目、平成２６年第３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を申し上げます。 

大きな１の主要事業報告であります。 

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、５月１日をもっ

て、施設長に就任をいただいておりました西村医師より、体調不良により休養届けが提出され

ております。合わせてその時点で後任の医師の手配をいただきたいという申し出がありました

ので、かねてより接触、要請をいたしておりました元ＪＡ北海道厚生連常呂厚生病院副委員長

の後藤眞医師を、７月１日より新しい施設長として招聘することになりましたので、ここに御

報告を申し上げる次第であります。 

次に２点目の山口油屋福太郎への要請及び視察についてであります。５月２５日から２７日

までの３日間正副議長、両常任委員長の同行をいただく中、小清水町の旧北陽小学校校舎にせ

んべい工場を建設されました福岡市所在の山口油屋福太郎さんに対しまして、きよさと焼酎の

取り扱いについての要請活動とあわせて本社工場、並びに直売店宿泊温泉施設、さらにはＪＡ

糸島農協が運営をいたしております「産直市場道の駅伊都菜彩」などの施設の視察を行ったも

のでございます。 
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次に３点目、斜里地区消防組合議会第２回臨時会の結果についてであります。５月の２８日

斜里町総合庁舎３階議事場で開催がされております。記載の付議案件５件につきまして、原案

どおり可決承認されたものでございます。付議案件の①及び②につきましては、それぞれ関係

する事務組合の組織を構成する地方公共団体の変更につきまして協議決定をいただいたもので

ございます。③につきましては、消防救急デジタル無線の整備に係る工事請負契約の締結につ

きまして法の定めるところにより議決承認をいただいたものでございます。④につきましては、

火災予防条例の一部を改正する条例でありますが、野外での催しに係る防火管理について、取

扱規定が追加されたものでございます。⑤の平成２６年度斜里地区消防組合一般会計補正予算

第一回につきましては、一時借入金の借入限度額及び一時借入金にかかる利子についての増額

補正を行ったものでございます。 

次に４点目、斜里郡３町終末処理事業組合議会第２回臨時会の結果であります。５月の２８

日、斜里町総合庁舎２階大会議室で開催をされております。記載の付議案件２件につきまして

原案どおり可決承認されたものでございます。付議案件の①、及び②につきましては消防組合

同様に、事務組合の組織を構成する地方公共団体の変更について協議決定をいただいた内容で

ございます。次に、２ページをお開きください。 

５点目の、会計検査員自主検査第５局情報通信検査課についてであります。６月の４日町民

会館２階の会議室を検査会場に平成２１年度に実施をいたしました。地域情報通信基盤整備推

進交付金事業並びに平成２３年度及び平成２４年度に実施をいたしました辺地共聴施設整備事

業緑地区、札弦・神威地区の地デジ無線共聴施設工事につきまして、実施検査が行われたもの

でありますが、それぞれの事業ともに何らの指摘事項もなく、無事検査が終了いたしたところ

でございます。 

次に６点目の、自由民主党衆議院議員の要請活動についてでありますが、６月の７日北見市

ピッツアークーホテルにて、二階俊博衆議院議員及び武部新衆議院議員に対しまして、オホー

ツク活性化期成会より記載の５項目について、要請活動が行われたものであります。また当日

あわせて、北見地区北海道横断自動車道早期建設促進期成会並びに各地区ごとの期成会長より、

北海道横断自動車道及び高規格幹線道路の早期整備につきまして要請活動が行われております。 

次に７点目の、きよさと花みどりフェスタ２０１４についてでありますが、６月１日より９

月３０日までの４か月間、花と緑と交流のまちづくり実行委員会におきまして、コミュニティ

ーセンターを中心に、町内一円を会場として花と緑のうるおいのまちづくり事業を始め記載の

事業や行事を開催してまいります。協働共創のパートナーシップ事業として多くの町民の皆さ

んの参加と協力をお願いするものであります。次に３ページをごらんください。 

大きな２の主要事業の執行状況についてであります。 

まず１点目の議決工事等の進捗状況についてでありますが、６月１日現在における平成２５

年度事業繰り越し事業の進捗状況であります。戸籍事務電算化業務委託事業につきましては、

記載の工期工事内容により実施されておりまして、進捗状況は、現在戸籍附票、除票、改正現

戸籍データの作成中で進捗割合は３２％となってございます。 

次に２点目の農作物の生育状況についてであります。４ページをお開き願います。過日農業

普及センターより、６月１５日現在における各作物の生育状況調査の結果につきまして御報告

をいただきましたのでご説明を申し上げます。まず、気象及び全体の農作業状況等の推移であ

りますが本年は雪解けが遅く春耕期は例年に比較し、若干遅れて始まったところでございます。
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５月中旬過ぎまでは比較的順調に作付作業が進みましたが、５月中旬以降、低気圧の通過によ

り雨の日が多く、畑に入れない日がありまして、作付作業はやや遅れるところとなります。し

かし下旬には天候も回復し、気象気温も高温に推移したことによりまして各作物の生育はおお

むね平年並みに推移しているとのことでございます。それでは、各作物ごとに御説明を申し上

げます。秋まき小麦きたほなみでありますが、５月下旬の高温の影響により、遅れていた生育

が一気に早まり出穂期で９０％の状況であります。草丈が平年より短く茎数の減少も早く生育

の遅速では２日早い状況となってございます。次に、春まき小麦、春よこいでありますが秋ま

き小麦と同様に、５月下旬の高温の影響により遅れていた生育が一気に早まり止葉期３５％で

あり草丈は平年より短いものの、葉数茎数は、平年並みであり生育の遅速では１日早い状況と

なっております。次に、馬鈴薯こなふぶきでありますが、萌芽期１００％であり、茎長茎数と

もに若干平年を上回っておりまして、生育の遅速では１日早い状況にあります。次にてん菜レ

ミエルでありますが、草丈葉数ともに平年を若干上回っておりまして、生育の遅速では２日早

い状況となっております。次に大豆ゆきほまれでありますが、出芽期１００％であり茎長葉数

ともに平年を上回っており、農作業及び生育の遅速では共に３日早い状況にあります。次にサ

ホロ小豆でありますが、出芽期１００％であり農作業では１日遅く、生育では１日早い状況と

なってございます。次のとうもろこしサイレージ用でありますが出芽期１００％であり、草丈、

葉数ともに平年を上回っております。は種作業は２日遅れたものの、生育の遅速では２日早い

状況となってございます。次に牧草チモシーでありますが、出穂期３４％であり、５月下旬の

高温により出穂が早まっておりますが草丈は平年より短い状況となっております。なお、玉葱

につきましては品種が変わっており、普及センターにおいて調査を行っていないとのことであ

りますが、玉葱部会による参考値によりますと、平年並みから、良となっているとのことでご

ざいます。次に３ページにお戻りください。 

大きな３の主な会議行事等の報告でございます。緑のフェスティバルにつきましては５月の

２５日緑駅前広場にて開催がされております。当日はあいにくの小雨交じりの天候でありまし

たが、町内外より子供さんを始め、約１,２００人のご来場をいただく中、緑小学校の児童によ

るクマゲラ太鼓のオープニング演奏の後、キャラクターショーと丸太転がし選手権、木の樹種

当てクイズなどの行事が行われ、また地場産小麦粉でのうどん、でんぷん団子などの試食コー

ナー、木彫り、陶芸、各種特産品のコーナーなどには関係機関団体より多数の出店をいただき、

盛会のうちに終了いたしたところでございます。 

次に町営牧場の入牧についてであります。５月２９日より江南牧場にて入牧が開始をされて

おります。本年は利用戸数が５戸でありまして、入牧頭数では乳牛１０４頭、和牛１４頭の計

１１８頭の予定をいたしているところであります。 

続いて緑の植樹事業であります。５月の３１日江南宇宙展望台周辺、江南さくらの山にて開

催がされております。当日は天候にも恵まれまして、自治会を初め、各地域や職域職場などか

ら小さなお子さんを含め約１００名の町民の皆さん、さらには網走南部森林管理署長、署員の

皆さんの参加をいただき、エゾ山桜の苗木の他１５５本の植樹と花と緑と交流の町づくり実行

委員長関係機関代表者、子供たちによる記念植樹が行われたところでございます。以上申し上

げ、町長の一般行政報告とさせていただきます。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君）  

質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 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、主要事業報告についてであります。 

１点目、全国町村教育長会第５６回定期総会、研究大会について。５月２２日、２３日の２

日間、東京都で開催され、私教育長が参加させていただきました。定期総会の後、当面する教

育課題について大会決議、要望事項の採択が行われ引き続く研究大会では、著名な講師による

記念講演全国的、先進的な取り組みについて実践を最後に文部科学省初等中等教育企画課長よ

り教育の今日的課題と動向と題して教育委員会制度改革。いじめ、体罰問題など喫緊の最新情

報について、行政説明を受けております。 

２点目、平成２６年度オホーツク管内教育委員会協議会総会について。６月４日網走市で開

催され、教育委員長、教育長が出席いたしております。平成２５年度事業報告及び決算報告の

承認、平成２６年度事業計画及び会計予算を決定し、役員の改選が行われました。 

大きな２主な会議行事等の報告であります。 

１点目は、第３７回斜里岳ロードレース大会実行委員会について。本大会は昨年、町の７０

周年記念事業として、ハーフマラソンを新設し、また町内少年マラソンも一本化する中で規模

を大きくして開催いたしましたが、今年も同規模で継続して開催することとし、５月２６日に

実行委員会が開催されました。今年も大会を盛り上げるため実行委員として体育協会などスポ

ーツ関係団体の他、商工会、観光協会、女性会議、青年団等にも御協力をお願いし、実行委員

長には体育協会会長の成戸会長が選出されました。大会は、９月２１日日曜日に開催されます。 

２点目は、清里町オリンピックスピードスケート選手後援会役員会について。６月１０日後

援会会長であります町長の招集により開催されました。岡崎朋美選手につきましては、長年に

わたりオリンピック選手としてまた日本を代表するトップアスリートとして活躍され、清里町

の名を全国に広めていただきました。これまでの功績とご努力に敬意を称するため後援会役員

など関係者による慰労会を計画することとなりました。慰労会は、８月１０日日曜日を予定し

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。 
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○議長（村尾富造君） 

これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

質疑なしと認めます。 

これで、教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６  報告第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 報告第１号 平成２５年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題

とします。 

 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、平成２５年清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について、提案理

由の説明を申し上げます。 

 本件につきましては、地方自治法施行令第１４６条第２項における議会への報告の定めによ

り、今回報告を行うものであります。次のページをお開きください。 

今回、繰越を行ったのは、５款農林水産業費・１項農業費・道営農地整備事業費 以下８款

消防費・１項消防費・斜網地区消防組合負担金消防救急デジタル無線整備事業分までの４事業

であり総体金額につきましては、３億１千９７万４千８９０円であり、翌年度繰越額について

は、２億３千６１万７千円であります。財源内訳における未収入特定財源については、１億５

千３８０万円であり、内、国庫支出金が３千８０万円。町債が１億２千３００万円。一般財源

は、７千６８１万７千円となっております。 

 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。 

 これで、報告第１号 平成２５年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを終わり

ます。 

 

●日程第７  同意第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

ただ今上程されました、同意第２号固定資産評価審査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。 

現委員であります大町昌介氏が６月２１日をもって任期満了となりますので、新たに堀川哲

男氏を選任いたしたく地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでござ

います。地方税法第４２３条第３項につきましては固定資産評価審査委員会の委員は町税の納

税義務がある者、または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから議会の同意を

得て町長が選任するとした規定でございます。 

堀川哲男氏は、上斜里４４３番地にお住まいで、昭和３５年７月１０日生まれの満５３歳の

方でございまして、農業経営をされております。任期につきましては、平成２６年６月２２日

から平成２９年６月２１日までの３年間でございます。なお、次のページに履歴等が記載され

ておりますのでご覧をいただきたいと存じます。堀川哲男氏の選任につきまして満場でのご同

意を賜ります様、よろしくお願い申し上げ提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 本件については、議会先例により、討論を省略します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、同意第２号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 全員起立です。 

 起立多数です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 したがって、同意第２号、固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同

意することに決定しました。 

 

●日程第８ 一般質問 

 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８一般質問を行います。発言を許します。村島健二君。 
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○７番（村島健二君） 

 事前に通告しております指定管理者制度について。（１）今後の施設管理の考え方について。

（２）道路橋梁及び河川指定管理者のあり方について。 

２点目、高齢者福祉対策について。高齢者が安心して暮らせる具体的な取り組みについて質

問させていただきます。 

まず１点目の指定管理者制度についてでありますが、清里町に現在指定管理者制度が７カ所

ございます。１ヶ所目は介護老人保健施設きよさと。開始時期は平成１７年の４月から平成２

７年３月３１日までの１０年間契約となっております。２ヶ所目は穀類乾燥施設。平成１７年

４月から平成３０年３月３１日までの１４年間で契約がなされております。３ヶ所目は緑清荘

でございます。温泉宿泊施設平成１８年４月から平成２７年３月３１日となっておりますが、

受託業者が変わり、平成２４年４月から平成２７年３月３１日までの３年間契約となっており

ます。４ヶ所目につきましては、パパスさっつる道の駅でございます。開始は平成１８年４月

からこれにつきましては昨年の平成２５年４月から平成２８年３月３１日までの３年間で更新

をされているところであります。５ヶ所目は緑温泉。開始時期は平成２０年の４月からであり

ますが、ここも受託業者が変わりまして平成２６年の４月から平成２９年３月までの３年間で

あります。６カ所目は、斜里岳山小屋。開始は平成１９年４月からとなっておりますが昨年契

約されておる関係で、平成２５年４月から平成２８年３月３１日までの３年間であります。最

後の７カ所目は道路橋梁及び河川維持管理であり、開始は平成１８年４月から平成２４年まで

の３年間であった契約が新たに５年契約に変更されたということであります。この７ヶ所の施

設が平成２７年には２ヶ所再契約するようになっておりますし、また平成２８年度にも２ヶ所

再契約更新がしなければならないようになっております。また２９年も1ヶ所。平成３０年に

も１カ所ございます。こういった施設に対して、今後町長としましてどのような考えでおられ

るのか伺いたいと思います。 

次に道路橋梁及び河川維持管理について伺います。平成２４年１２月から平成２６年４月ま

での２年間の突発的な豪雪で、平成２５年度には１千５００万の補正を組まれました。さらに

平成２６年度には８００万の補正を組まれまして、さらに車の修理そういったものに５００万

円。計１千３００万の補正で対応されたわけでありますが、まず、先のことはこれからも降っ

てくる雪についてはわかりませんけれども、今後同じような考えで補正を毎年組みかえながら

やっていく考えなのかを伺いたいと思います。 

次に高齢者福祉対策について伺います。町長は高齢者福祉について高齢者の方々が住み慣れ

た地域で健康で安心して生活が営めるようにと町政執行方針でも述べておられるわけでありま

すが、今後、この高齢者に対する住民サービスをどのようにするのか、まず伺って１回目の質

問といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの村島議員の御質問にお答えを申し上げます。まず１点目の指定管理者制度につい

ての今後の施設管理の考え方および道路橋梁及び河川指定管理のあり方についてでございます。 
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まず、今後の施設管理の考え方についてでありますが、現在清里町が設置をいたしておりま

す各公共施設の管理運営方式につきましては、直営方式、業務委託方式、指定管理制度方式こ

の３分類により運営がされているところでございます。直営方式の主な施設では、役場の総合

庁舎・保健センター・保育所・町民会館・札弦センター・緑センターなどがございます。また

業務委託方式による主な施設といたしましては、清掃センター、農業集落排水センター、トレ

ーニングセンター、そして図書館などがありまして、それぞれの施設管理を行っているところ

であります。また指定管理者制度による施設におきましては、詳細についてただいま議員の方

からありましたように、ホテル緑清荘、緑温泉、パパスランド札弦、山小屋の清岳荘、介護老

人保健施設きよさと、穀類乾燥調製施設、道路橋梁及び河川のこの７施設があるところでござ

います。今後における各公共施設の管理運営にかかる基本的な考え方でありますが、町民の皆

さんの利便性や生活、そして産業経済の振興、福祉の向上、地域の活性化のために必要とされ

るそれぞれの公共施設につきましては、住民の方々にとっては、生活に欠かせない重要な施設

ばかりでございますので、施設の設置と合せまして、管理運営につきましては、それぞれの利

用目的そして利便性の向上に努めるとともに経費の節減に努めるなど、今後とも適切に管理運

営を図ってまいる所存でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

次に、道路橋梁及び河川指定管理のあり方についてでございます。当町における道路橋梁及

び河川の指定管理制度の導入は自治法の改正に伴って、指定管理が実施できるようになりまし

た。その後１８年より導入をいたしたところでございます。道路橋梁河川の指定管理制度にか

かる現在までの経緯は、議員の方からも詳細ありましたが、１８年から当初３年の契約期間と

してスタートをいたしました。現在は３回目で、平成２４年度から平成２８年までの５年間を

期間とした選定、議決のもとに実施をされているということでありました。通算では９年目に

なるところであります。なお指定管理期間における委託料の関係でありますが、今までの経過

を踏まえながら、さらに実績と道の基準単価、また実勢単価などから額の算定をしながら、年

度協定締結をさせていただいているという内容でございます。特に委託料の変更にかかる部分

につきましては、協定書の中におきましても年度協定の委託料で全体１０％以上の差異が生じ

た場合においては、協議の上に精算方式で委託料を変更するというふうに規定されております

し、またあわせて額を変更すべき特別な事情が発生した場合は、その都度協議して定めるとい

うことになってございます。またさらに貸付車両の修繕の部分につきましては、軽微な修繕等

の経費は、それぞれ年度の協定額の中に積算計上がされております。そうした中でその範疇で

の配慮をいただいているところでありますが経年劣化または主要な修繕、重要な改修等につい

ては、別途を措置することとされておりますのでこれらについても御理解を賜りたいというふ

うに思います。  

次に大きな２の高齢者福祉対策の高齢者が安心して暮らせる具体的な取り組みについてでご

ざいます。 

まず清里町の人口と高齢化の状況でございます。平成２６年５月３１日現在の清里町の総人

口は４，３８１人であります。そのうち、６５歳以上の高齢者は１,４８２人。高齢化率では３

３．８％となっております。もう既に３人に1人以上が６５歳以上の高齢者と超高齢化社会と

なってございます。団塊の世代の方々が６５歳を迎えている今、高齢者は増加の傾向にござい

ますが今後は、逆に人口が減ってまいりますので、そういう意味において減少に転じるものそ

ういうふうに推計がされているところでございます。一方、６５歳以下の高齢者を支える若い
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世代は、ただいま申し上げましたように減少傾向にありますので、これから昼の生活中での見

守りや手助けとそういった支援が受けにくい環境となっていることも事実でございます。 

こうした中で清里町では介護保険制度による訪問介護、訪問看護、ショートステイ等の在宅

支援のほかに高齢者緊急通報システムを始め水道安否確認システム事業、平成２４年からスタ

ートをいたしました救急情報キット事業、訪問サービス事業。そしてホームヘルパーが行う送

迎介護サービス事業、ハイヤーを利用した送迎サービス。さらには高齢者世帯ごみ収集事業。

そして除雪等が困難な高齢者世帯の私道除雪事業、またボランティアの皆さんの協力により実

施をいたしております高齢者世帯等への除雪支援事業を行っているところでございます。また

こうした支援活動のほかに、災害時の安否確認対策といたしまして、災害弱者の名簿及び住宅

位置図の作成と組織体制の整備を行っているところでもございます。高齢者の皆さんには住み

なれた地域で健康で安心した生活ができるように、今後も自治会ボランティアをはじめボラン

ティアセンター、民生児童委員協議会及び社会福祉協議会の皆さんと町とが提携をいたしなが

ら、安心して暮らせるまちづくりの構築に向け全力で取り組んでまいる所存でありますので、

ご理解を賜りたいと存じます。以上、申し上げ答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今ただいま答弁されることに対しまして、再質問させていただきたいと思います。昨年の斜

里町におきまして、正副議長さんを初め常任委員長で会議がございました。その中でこの指定

者管理制度についての議論がなされたわけでありますが、斜里町は１０カ所ぐらいありますし、

小清水町も１０カ所ぐらいあります。清里町はこれ申し上げましたように７カ所ということで

ございます、少ないわけでありますが町としてですね、今後業務委託されている箇所があるか

と思いますが、今後この業務管理されているところをですね、指定管理者制度に転換する箇所

はあるのかないのか考えはあるのかないのか、まず伺いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ご質問でありますが先ほど申し上げましたように、現在町において指定管理者制度で管理運

営をいただいている施設については７施設であります。その他に直営で運営しているもの、さ

らには業務委託で運営をしている施設がありますので、今後におきましても民間の経営能力や

サービスの提供、そしてまた民間の方々が有するノウハウが活用できて、且つ行政サービスが

向上すること、そして経費の削減につながると。そういうふうに判断できるような施設につい

ては、今後ともいろんな方式を含めながら業務委託または指定管理制度、これらについて検討

を加えていきたいと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。 
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○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 それでは次に２点目の道路橋梁及び河川指定管理者制度のあり方について再質問させていた

だきたいと思います。 

まず燃料の件について考えたいと思うわけでありますが、平成１９年からこの８年間を振り

返ってみますと、平成１９年には軽油の価格は１２５円、灯油は９３円。平成２０年は軽油は

１４８円、灯油は１１９円。２１年は安くてですね、１００円、灯油は７０円。平成２２年は

軽油１１５円、灯油は８５円。平成２３年は軽油１１４円、灯油は８２円。平成２４年には軽

油１３２円、灯油は８７円。平成２５年は軽油１３９円、灯油は１０２円。今年度の平成２６

年度につきましては、今、現在１４６円という軽油価格になっておりますが、若干これより何

円か上がっているようであります。また灯油は１０４円と７月にはもう５円ほど燃料代が上が

るような状況下にあると承っております。何が原因かというと、油の高騰の原因の１つに挙げ

られるのが皆さんも御承知のとおりイラクの情勢が悪いために、このような現象が出ていると

私は認識をしているところであります。年間９千４００万という金額の中で、いろいろ補修、

維持、除雪をしたり、草刈も含めて、全般的に見ても大変であるということは言うまでもあり

ません。ですから補正を組まれてなんとかやっておられるという形であります。今後ですね、

この受託業者も今の状況であったら続けていくことも不可能になるのではないかと私自身その

ように思っているところですが、この点について伺っておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問いただきました指定管理制度における、特に道路橋梁との関係の主な経費で

あります。 

燃料費の件でございますが、先ほども申し上げましたように今回の協定におきましては平成

２５年から２８年の５年間の全体協定でございます。全体総体につきましては、債務負担行為

で協定５年分の契約をいたしております。且つただそれだけでは、今の御指摘をいただいてい

るように、各年度の増減が各年度に反映できないということになりますので、各年度ごとに契

約を年度契約として実施をいたしております。これは全体５年間の債務負担行為の範囲の中で

の各年度の契約ということでございまして、当該それぞれ年度のそういう増減について推計を

しながら、実施をさせていただいたということであります。ただ委員御指摘のように途中でド

ンと価格が上がったりすると対応できないという部分もございました。特別な事情とかそうい

う部分の中で内容を十分精査をさせていただきながら指定管理者、町との協議を進めていきた

いということでありまして、先ほども申し上げましたように、基本協定の中に委託料の変更に

ついての規定がございますので、それに基づいて実施をしていく。あくまでも公平性という目

線を確保しながら進めていきたいというふうに考えているところであります。 
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○議長（村尾富造君） 

 村島健二君 

 

○７番（村島健二君） 

 今の答弁でありますと毎年見直しをしてやっていくというご返答でございましたので、是非、

それを実行してやっていっていただきたいとお願いする次第であります。 

油に関して申し上げましたけれども、次は、重機機械ですね。これについて若干触れておき

たいと思います。現在除雪車は、町での所有は17台と思っておりますけれども、この除雪車

につきましても今回 500 万です。大きく故障された場合には、町の方で責任を持つと町長が

発言されまして、そのとおり実行していただいたということで感謝申し上げたいと思います。

除雪車、重機、ショベルカーなどがあるわけですけれども、言うまでもなく７年ぐらいのもの

が新しいというような言葉でいうならば言えるのかな。あとはもう１０何年、２０年たったよ

うな古いものばっかりで。申し上げないんですが、そのとおりなんですね。結局そういう仕事

に携わるわけですから、どうしても壊れるものは多いわけであります。そんなことで、町とし

てこの古い機械類をですね。一遍にとは言いませんが、金額的に特別高い金額ですから、本当

にもう古くなってきている２０年も経ったようなものがあるとしたら、これを町で新しいもの

に更新をされる考えがあるのかないのか。これ最後に伺っておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問であります。大型の除雪機械等との車両の関係でありますが、車両につい

ては、今御指摘をいただきまして１０数年経過しているものもございますし、今一番古いやつ

がグレーダーという、下にハイドバンのついたそういう機械であります。これが、平成7年に

導入されておりますし、また平成１１年にはですね除雪専用車というものがあります。あとそ

れ以外は平成１６年、１７、１８年という形ですんで、まだまだ大丈夫かな思っております。 

町の基本的な考え方としては修繕が可能であるという部分については、極力修繕をしながら

長寿命化を図っていきたい。ただ古くなってきますと今おっしゃられるように、だんだん部品

もなくなってきますし、なかなか修繕料の方が長期的に見たら、随分高くなってしまうと。そ

ういうふうに判断されることになりましたら、これら関係する機械についても、更新の対応を

していきたい。これらについても町単独で更新するということであります。なかなか１台当た

りが数千万という大きな規模になりますので、年次的に設完事業などの導入を図れるような準

備を進めながらやっていきたいというふうに考えてございますので、ご理解を賜りたいという

ふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 
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○７番（村島健二君） 

 今最後の御質問でございますけれど、町長そういうふうに答弁されましたので、実行してい

ただくようお願いいたします。次に高齢者に対する質問。福祉対策ということで再質問させて

いただきますが、実は福祉につきましては、除雪のことで伺っておきたいなと。 

 建設課も関連ありますけれども、実はある方のところに私は行ってまいりまして、米寿８８

歳になられる方であります。それで冬がこのように２年間豪雪続きでありますから大変なのは、

誰しも同じことなんですけど、大変で困難で除雪するのが大変であったから緑支所の方に出向

かれてお願いに行ったそうであります。しかしですね、そういう88歳になる高齢者に対して、

話を聞いただけで、現段階は終わっている状況であります。ここ何年か振り返ってみますと緑

の町の人口がですね。１世帯、1世帯、1世帯と釧路の方に行かれる方。札幌の方に行かれる

方。標茶の方に行かれる方。たくさんおられます。緑だけでなくて、本町においても同じこと

が言える訳であります。やっぱりこういう高齢者に対して、やはり住民サービスの面からきち

っとした対処をしていただかないと。ただ頼まれても、うやむやになって終わっているだけで

は、町長の言われている住民に対して福祉云々というものの充実には、ほど遠いのではないか

と。このように感じる面があるんです。この点について伺います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの質問でありますが、基本的には高齢者の皆さんが住みなれた地域で、健康で安心

してこう暮らしていけるという社会を構築をしていかなければならない。この気持ちにはいさ

さかの変りもございません。そうした中で先ほども申し上げましたように、それぞれの高齢者

対策実施をさせていただいているところであります。 

今回除雪の関係、先ほども若干申し上げましたように、庭先の除雪関係については従来とも

に自治会のボランティアの方々にお願いをいたしまして、自治会での除雪対策として実施をい

ただいております。町の方ではボランティアの方々が出ていただいたことに対しまして、その

支援対策という形の中で地域活動推進交付金などで支援をさせていただいているという形でご

ざいます。また一方ですね、それではもうできない場所、ボランティアの方でももう無理だと

いう私道の引き込みですね。これらの環境は結構距離が長くなりますから。それと今の時代で

すので、車が出入りできるだけの幅をとらなきゃならんというようなことがありました。これ

らは、町の大型除雪機が出ますので、本道が先になりますから、若干遅れますけれども私道の

支援事業ということで、これは特異的にそれしか方法がないという方々に対して、そういう処

置をとらしてもらっています。ちなみに２５年度において、先ほども申し上げました庭先の除

雪では９６世帯に対して支援をさせていただいております。私道の引き込み部分の除雪、これ

については、９世帯に対して実施をさせていただいております。特に今ありました緑の関係で

ありますが、この９世帯のうち実は緑で６世帯ございます。そうした中で可能なものについて

は、高齢者になったから全員そうですよという単純にはなりませんが、一定のルールを設けな

がら実施をさせていただいているということであります。そのように進めていきたいというふ

うに考えているのであります。以上申し上げ、答弁といたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ご丁寧な答弁をいただきましたので、是非また、降るか、降らないかわかりませんけれども

対応をしていただきたいなとお願いをしておきます。最後になりますけども緑町のお話をさせ

ていただきました。この８８歳の方の自宅前は農家の方がですね。ボランティアで対応してい

ただいていると。ありがたい話だと本人がそう申しておりました。しかし、ただと言ってもそ

んなわけにもいかないからビールを届けておきましたよとそんな話をされておりましたんで、

是非ですね。この豪雪というものは、この２年間続いたたんですけれど、３年来ないとも限り

ませんし、今後除雪に対して万全を期していただいて町民サービスに力を入れていただきたい

なということをお願いしまして、質問に代えさせて頂きます。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） 

高齢者のそうした引き込み私道の関係でありますが、先ほども申し上げましたように全体の

いろんな制約等もございますんで、そういう部分を踏まえながら、そして支援のあり方と支援

対象者をどういうふうにしていくかを十分に検討していかなきゃならん部分もあるかというふ

うに感じているところでございます。そうした中で地域のボランティアの方、やっぱりそこま

でになるとボランティアの範囲が外れてしまうという部分もありますので、そういう部分にな

ったときには小型除雪を有している単純に言ったら農家の方々に対して正式な形での業務委託

方式をとれるのかどうかとこういう部分も含めて、今後十分に検討させていただきたいという

ふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

以上申し上げまして、答弁といたします。 

 

○７番（村島健二君） 

 終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 以上で一般質問を終わります。ここで１０時４０分まで休憩といたします。 

 

      休憩 午前１０：３２分 

      再開 午前１０：４０分 

 

●日程第９ 議案第２４号 ～ 日程第１０ 議案第２５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第２４号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約、日程第 

１０ 議案第２５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約の２
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件については、会議規則第３７条の規定により、一括議題にしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第９ 議案第２４号から日程第１０ 議案第２５号まで２件を一括議題と

することに決定しました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ２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２４号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する

規約について提案理由の説明を申し上げます。 

北海道市町村総合事務組合は、市町村の非常勤消防団非常勤職員などの公務災害等に関する

共同事務処理を行う一部事務組合であります。自治法において規約の変更等については、関係

公共団体の協議を行う定めであります。次のページをお開きください。 

今回の規約改正の変更は、第一表において本組合に道央廃棄物処理組合を加え、赤平市上川

中部消防組合伊達壮瞥学校給食組合を削るものであります。第２表中、共同処理団体に鷹栖町、

上川町、道央廃棄物処理組合を加え、上川中部消防組合及び伊達壮瞥学校給食組合を削る規約

の変更であります。附則は施行日を総務大臣の許可の日としております。次のページをお開き

ください。 

既に上程されております、議案第２５号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部

を変更する規約について提案理由の説明を申し上げます。 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合は、町村及び一部事務組合議会議員の公務災害等に

関する共同事務処理を行う機関であり、自治法において規約の変更等については、関係公共団

体の協議を行うと定められております。次のページをお開きください。 

今回の規約変更は第１表において、上川中部消防組合伊達壮瞥学校給食組合を削り、道央廃

棄物処理組合を加える規約の改正であります。附則は、施行日を、総務大臣の許可の日として

おります。いずれの規約変更についても、別冊審議資料に新旧対照表を記載しておりますので

後ほどご参照ください。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから２件について、一括質疑を行います。 

（「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。 

 ２件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第２４号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２４号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約は、原案

のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、議案第２５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する

規約は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１１  議案第２６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第２６号 清里町焼酎事業所条例の一部を改正する条例についてを議題と

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（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第２６号 清里町焼酎事業所条例の一部を改正する条例につき

まして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、観光客や見学者に対し、施設や商品のイメージアップを図るとともにじゃが

いも焼酎を醸造している施設に相応しい名称に改称するため関連する条項を改正するものであ

ります。それでは、別冊の審議資料の新旧対照表により御説明いたしますので、審議資料の４

ページをお開きください。 

題名の事業所を醸造所に改めます。第１条の清里町焼酎事業所を清里焼酎醸造所に以下の事

業所を醸造所に改めます。第２条の事業所を醸造所に名称の清里町焼酎事業所を清里焼酎醸造

所に改めます。第３条の事業所を醸造所に第１項第４項を削り第５項の醸造を焼酎に改め第４
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号に繰り上げます。附則は施行期日を定めるものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。お諮りします。これから採決することにご異議ありませんか 

 

                               （「なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、議案第２６号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２６号 清里町焼酎事業所条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第１２  議案第２７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第２７号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（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。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２７号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第２号）に

ついて、ご説明申し上げます。 

補正予算の総額は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ１億２千９８万７千

円を追加し、予算の総額を４８億６千４６０万３千円とするのでものであります。第１条第２

項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。 

まず初めに、今回の補正内容を提案申し上げます。主な事業について説明を申し上げますの

で、別冊審議資料５ページをお開きください。概要のみ説明申し上げます。 

２款総務費におきましては、第１点目は焼酎事業特別会計の人件費、振替えにより一般会計

相当分の減額を行います。次に社会保障税番号導入税番号制度導入にかかわる条例規則改正等
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のための業務委託であります。次に地域イントラネット施設の通信情報にかかわる保守点検追

加業務であります。 

３款民生費につきましては、臨時福祉及び子育て世帯臨時特例給付事業であります。次に、

保育所低年齢児童受け入れ拡大事業であります。６ページをお開きください。 

４款衛生費・粗大ごみ切断機整備事業により最終処分場の延命化を図ってまいります。 

５款農林水産業費につきましては、焼酎特別会計への人件費の移行のための一般会計繰出で

あります。 

次に７款土木費につきましては道路橋梁指定管理業務委託料の修繕費部分の追加分でありま

す。 

９款教育費につきましては、清里小学校暖房機修繕事業であります。次にオリンピックスケ

ート選手後援会補助金であります。で最後に町民プールの外構整備の設計業務委託料の補正と

なっております。 

続きまして、事項別明細書により補正予算の内容につきまして、ご説明申し上げますので別

冊の補正予算に関する説明書を御用意いただきたいと存じます。歳出より説明申し上げます。

一般会計事項別明細書の４ページをお開きいただきたいと思います。 

２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、６６２万７千円の減額補正につきましては、焼

酎事業特別会計の振替えによる減額であり、特定財源・その他は、農地中間管理施設管理事業

業務委託及び保育料負担金の増額分であります。２項総務管理費・一目一般管理費３００万円

の補正につきましては、社会保障税番号制度、いわゆるマイナンバー制度導入にかかる条例規

則要綱等の改正及び職員研修のための業務委託事業であります。２目財産管理費２千９９６万

１千円の補正につきましては、前年度繰越金の財源充当残及び寄附金について、財政調整基金

公共施設整備基金にそれぞれ積み増しするものであります。５ページをご覧ください。１３目

行政情報システム管理費、１１８万８千円の補正につきましては、地域イントラネット施設に

おいて保守点検の機材があり、今回補正を行うものであります。４項庭園のまちづくり事業費、

２目花と緑と交流のまちづくり事業費４０万円の補正につきましては、友好関係によるモトエ

カなどで構成するタスマン地区市長夫妻受け入れ経費について、国際交流推進協議会事業推進

協議会に補助するものであります。 

３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費１千２１１万５千円につきましては、平

成２６年度分住民税非課税の方に対する臨時福祉給付金のための補正であり、特定財源につき

ましては、国庫補助金であります。６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５６０万２千円につきましては、平成２５年の所得が、児童手当の所得制限限度額未

満で、平成２６年１月分の児童手当特例給付受給者対象の子育て世帯臨時福祉特例給付金のた

めの補正であり、特定財源は国庫補助金であります。２目保育費７２７万１千円につきまして

は、保育所における受け入れ児童年齢拡大のための賃金、需要費、備品購入費等の補正であり

ます。７ページをごらんください。 

４款衛生費・１項保健衛生費・４目保健衛生費３７万円につきましては、葬斎場１号霊台車

修繕のための補正であります。２項清掃費・１目清掃事業費４千２８３万１千円のうち６２万

１千円につきましては、町民周知、啓蒙用のごみ分別事典印刷経費であり４千２２１万円につ

きましては、リサイクルセンターに設置する粗大ごみ切断機設置のための工事請負費でありま

す。特定財源国道支出金は、北海道の地域づくり総合交付金１千４００万円であります。８ペ
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ージをお開きください。 

５款農業費・１項農業費・１目農業委員会費８２万４千円につきましては、農業委員会委員

視察研修経費及び事務費に係る補正であります。特定財源その他８万円は道農業振興公社から

の事務委託金であります。２目農業振興費６７１万７千円につきましては、焼酎事業、特別会

計の人件費分の繰出金の補正であります。５目道営整備事業費８９万７千円につきましては、

道農地水保全管理対策協議会への負担金について制度改正による単価の改正のため差額分８９

万７千円を補正するものであります。８目町民活動施設費２８万３千円については、施設設置

の備品修繕のため補正するものであります。９ページをごらんください。 

７款土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費４９９万９千円については、指定管理業務で

あります。道路橋梁及び河川指定管理業務委託料において、貸与している除雪機などに、修理

の必要が生じたための補正であります。 

８款消防費・１項消防費・１目消防費、３０万１千円につきましては、本部負担金９万６千

円及び分署負担金として異動に伴う制服整備経費として２０万５千円を補正するものでありま

す。 

９款教育費・２項小学校費１目学校管理費６６３万６千円につきましては、清里小学校の暖

房機故障による修繕工事請負費の補正であります。１０ページをお開きください。５項保健体

育費・１目保健体育総務費・１００万円につきましては、日本を代表するスピードスケート選

手として活躍されました岡崎朋美選手に対し、町民の皆さんとともにその功績を称えるための

事業経費として、清里オリンピックスピードスケート選手後援会に必要経費を補助するもので

あります。２目町民プール費・３２１万９千円につきましては、町民プール駐車場を中心とし

た外構部分の実施設計経費であります。１１ページから１３ページの給与費明細書につきまし

ては焼酎事業特別会計の人件費移行に伴う変更であります。説明は省略させていただきます。 

歳入について説明申し上げますので１ページにお戻りください。歳入につきましては総括で

説明申し上げます。１１款分担金及び負担金、１３款国庫支出金、１４款道支出金、１８款諸

収入につきましては事項別明細書の特定財源で説明申し上げました。１７款繰越金につきまし

ては、平成２５年度繰越金が確定いたしましたので、今回全額補正を行います。 

２０款寄付金につきましては、町政振興発展に対する２名の方からの御寄付であります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

                               （「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

お諮りします。 

 本件について、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） 



22 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第２７号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２７号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第２号）については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１３  議案第２８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第２８号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第２８号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

１号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ８１０万７千円を追加し、

予算の総額を、８千９４１万円とするものであります。第２項につきましては、後ほど別冊の

清里焼酎事業特別会計事項別明細書により御説明申し上げます。今回の補正は、職員の人事異

動に伴います人件費の繰り入れと平成２６年度決算処分に伴う繰越金の確定による販売促進事

業費の追加補正を行うものであります。 

それでは、歳出からご説明いたしますので、別冊の補正予算に関する説明書の鶯色の焼酎事

業特別会計の事項別明細書の１７ページをお開きください。１款総務費・１項総務管理費・１

目一般管理費７７３万５千円の増額で、職員給与費６４６万８千円。人事異動に伴います人件

費の増減及び住宅手当の増額分と焼酎販売事業費１２６万７千円は報償金及び販売促進にかか

る旅費ＪＲ広報誌の広報掲載料として、増額補正するものであります。 

特定財源のその他６７１万７千円は一般会計繰入金であります。２款製造費・１項製造管理

費・１目醸造費３７万２千円の増額は、焼酎醸造事業費で木製カートン製作にかかる印刷製本

として補正するものであります。１８ページから２０ページの給与明細書につきましては、一

般会計からの人件費移行に伴う変更であります。説明は省略いたします。次に歳入について説

明いたしますので、１５ページにお戻りください。歳入につきましては、総括で説明いたしま

す。２款繰入金につきましては、一般会計から一般会計繰入金であります。３款繰越金につき

ましては、平成２６年度繰越金の確定によります増額補正であります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 
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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。 

 これから討論を行います。 

（「なし」との声あり） 

  

○議長（村尾富造君） 

お諮りします。 

 本件については、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第２８号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２８号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）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２９号  

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第２９号 公共施設太陽光発電システム設置工事請負契約の締結について

を、議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第２９号 公共施設太陽光発電システム設置工事請負契約の締

結について、提案理由の説明を申し上げます。 

本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第２条の規定

により、工事契約を締結するため議会の議決を求めるものであります。 

契約の目的は、公共施設への太陽光発電システム設置工事であります。設置工事箇所につい

ては、役場庁舎敷地、保健センター敷地、緑センター敷地の３ヶ所であります。契約の方法は

指名競争入札による契約であり契約金額は５千５２９万６千円であります。 

工期は、平成２６年６月２４日より平成２７年１月２０日であります。契約の相手方は有限

会社片山電気商会であります。以上で提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。勝又武司君。 
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○３番（勝又武司君） 

 太陽光システムの工事の請負契約ということなんですけど、今あの３カ所、この３カ所の内

訳をお知らせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 総体の契約金額を今回申し上げたわけでございますが、現在手元に個別の設計書を持ち合わ

せておりませんので、後ほど時間をいただいて設計書を公開し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） 

 休憩 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩に今からしますので、休憩中に調べて報告してください。暫時休憩いたします。 

                               休憩 午前１１：１０分 

                               再開 午前１１：３０分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解き会議を再開いたします。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 勝又議員の御質問にございました、各々の総体５千５２９万６千円の契約額の各々の施設の

金額ということで、ご質問ありました。資料を持ち合わせておらなかったことをお詫び申し上

げたいというふうに思っております。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 総体設計金額はですね。５千６４８万４千円の設計金額でございました。これに落札額が５

千５２９万６千円の落札額でございます。これに落札率を掛けまして３施設を計算するとです

ね、役場庁舎につきましては、１千２９４万２千円。緑センターにつきましては１千４３万８

千円。保健福祉総合センターにつきましては、３千１９１万６千円。という数字で現在おさえ

ているところであります。これにつきましては、発注方式として、役場庁舎につきましては１

５キロ以上、緑センターには１０キロ以上、保健福祉総合センターにつきましては、４５キロ

以上という発注仕様書でもって、入札を行ったところでありますのでご理解願いたいと思って

おります。以上でございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君 

 

 

○３番（勝又武司君） 

 あの発電量の事に関して、当初の予算は２月に委員会のほうで検討された部分の説明では、

ここの６千万が当初の予算。それからまあ、だいぶん下がったんですけど、そこら辺のことは

良いにしても、発電量の関係について、当初本庁舎１９キロ、それから保健センターが４９キ

ロの緑支所１２キロというようなことで、以上というような形のお示し方をされているわけで

すけど、どれも下回っているような形で、当初の計画に見たような部分での発電量はクリアで

きる部分なのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 発注方法として必要な整備を今後ですね、整備等を設計、施工するという発注方法になって

おりますので、当初の計画の考え方で、ＫＷ数を求めていきたいというに考えております。 

 

○３番（勝又武司君） 

 勝又武司君。まあこれで終わりたいと思いますけど、今回３件の言わば契約の示し方なんで

すけど、この一括で計上されて中身がわからないような状況で契約し、既に２月委員会が通っ

ていますから、予算の関係が示されたものもありますけどね。そういう部分では、３つを分け

て、どういう形で契約なんだと明示してもらった方が親切なのかなと感じます。まあ、そこら

辺のところで、終わりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 委員会等で説明申し上げましたのは、施設ごとで説明申し上げたところでありますが、より

効率的で経費を安価にできる方法ないかということで、総括の一括発注を申したところであり

ますので、その中で明確に係る形ですね。今後とも注意して業者とあたっていきたいと思って

おります。 

 

○３番（勝又武司君） 

 わかりました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

質問の中で、ちょっと確認をしておきたいんですが、これ、契約をされたわけですが、契約

されたキロ数の中で以上という言葉を使われたわけですが、今課長の答弁に２月の委員会で提

示されていました、キロ数にしていくと。こういう表現があったわけですが、そのことの内容

というのは、きちっと予算にクリアされているものというふうに理解していいんですか。 

 

○９番（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 あの本契約で。今回、議決いただいて本契約に入っていくわけですが、今は仮契約でござい

ますので、その確認も含めて、業者とやっていきたいというふうに思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今回、５千５百万ということで提示されているわけなんですが、この２月の委員会の導入仕

様書によりますとですね、売電単価が３７．８円というふうになっておりますが、これ契約し

て、でき上がってですね。北電との契約は、一体どういうふうな単価になっているのか。その

辺わかりましたらお伺いしたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今御質問の固定買い取り制度による売電価格のお話かなと。これ北電との協議もこれからし

ていかなければならないんで。現在幾らという話でして、この段階では確たる話は、できない

ということを御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） 

 今の段階ではわからないというふうに理解していいのかなと思うんですが、これできる時は

結構先なんですけども、売電単価が北電の方からも決まった単価が出ていると思うんですが、

どういった契約を３７．８円で契約できるのか。それとももっと安いのか。その辺が食い違い

ばですね。当然この２０年後の試算というのも変わってくるわけですし。いつごろはっきりす

るのか。わかりましたら、お伺いしたいのですが。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 北電との売電の協議については、今後の事かなというふうに思っておりますので、詳細もで

すね今の段階で、いつという期日はですね。明示できないということを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） 

 あの聞いていますと心配になってきて、心配が募って、また次の心配が出てきたというふう

な感じがするわけであります。いろんなことを聞かされて、忘れないうちに言っておきますが、

基本的に災害用に使えるというお話を聞かされて、当然、北電とお話をされたんだろうという

ふうに思っています。例えば、停電になった時に、どのぐらいで使えるのかという部分これ１

点。当然北電とのお話合い。まあ今の話聞いたら、されていないのかという気もするんですが、

これは謳い文句でもありますので。これともう一点、この太陽光という事業という部分につい

ての要綱等を文書化をする気があるのかないのか。するならいつごろをするのか。お聞かせい

ただければ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） 

 停電時の太陽光のエネルギー電力の仕様ということでございますが、これにつきましては、

まあ発電状態の際にパワーコンディショナ―の方から引いて、通信機器等々に活用できるとい

うことで現在把握しております。またあの再生可能エネルギー導入にかかわる、今後の方向性

にかかわる要綱等のお話ございますが、これつきましては現在作業中でございますので、早急

に所管委員会等にですね、報告申し上げて行きたい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） 

 私の認識不足なのか。何かわかりませんが、個人的な話になりますが、私も売電の方法でソ

ーラーを事業者としてやっているわけですが、これを全量買い取りをするという場合、私の場

合は、通産省からの許可のもとに、北電の許可を持って、工事がスタート出来たわけです。今

の町の話の中でいくと、今後、北電との協議っていうお話なんですが、この辺のその国との関
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わり合い。全量売電で可能なんだと。なお且つ、緊急時には使えるんだということでの買い取

り価格の設定といろんな問題点。課長の答弁では、問題が無い、これから進めてきますという

ことなんで、その辺について確認といいますか。どういう実態の元に、今後のスケジュールで

いくのか。買い取り価格等について、今年度事業を発注していくという段階でですね。その辺

のことについて、そのもう少し詳細な把握がされていても良いような気がするわけですが。そ

の辺について無駄な心配をしているのか、確認をしておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

御質問の北電との協議の経過でございますが、私が申し上げたのは個別具体的な売店価格に

ついての話は、御案内のとおり固定価格買い取り制度の買い取り価格が日々動いている状況で

ございますので、その辺のはっきりしたことは現在の段階では、申し上げられないといった意

味でございます。またこれの計画ですね実施設計を行う段階で、コンサルが北電との協議をも

う済ましておりまして、まああの設計書にはですね、北電からの特段の指導が無いというよう

なことでございますので、業者決定後、早急な再協議を行うことということで、業者に指導し

ておりますので事前の協議については、北電とは行っているということでご理解願いたいと思

っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、質疑を終了いたします。 

 これから討論を行います。 

（「なし」との声あり） 

 討論なしと認めます。 

 

○議長（村尾富造君） 

お諮りします。 

 本件については、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第２９号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第２９号 公共施設太陽光発電システム設置工事請負契約の締結について

は、原案のとおり可決されました。 



29 

 

●日程第１５  議案第３０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第３０号 町有林伐採木売払い（その１）契約の締結についてを議題とし

ます。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第３０号 町有林伐採木売払い（その１）契約の締結について

提案理由のご説明を申し上げます。 

本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

り財産の売り払い契約を締結するため議会の議決を求めるものであります。契約の目的は、町

有林伐採木売払い（その１）でございます。 

内容といたしまして青葉町有林の伐採木で樹種はカラマツと広葉樹用途は一般材と原材料と

しての売り払いでございます。契約の方法は指名競争入札による契約であります。契約金額１

千３４万６千４００円となっております。なお予定価格は７１７万３９９円でございます。契

約の相手は札鶴ベニヤ株式会社で搬出期限は、平成２６年１２月３１日でございます。 

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。 

 これから討論を行います。 

 （「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

お諮りします。 

 本件については、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３０号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３０号 町有林伐採木売払い（その１）契約の締結については、原案の

とおり可決されました。 

 



30 

●日程第１６  議案第３１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第３１号 町民プール建設工事（建築主体）請負契約の締結についてを、

議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。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３１号 町民プール建設工事（建築主体）請負契約の締結に

ついてご説明いたします。本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により工事請負契約を締結するため議会の議決を求めるものでございます。 

契約の目的は、町民プール建設工事（建築主体）であります。工事の概要を御説明申し上げ

ます。建設場所は、現在の町民プールを解体し同じ場所に新たに建築するものであり、住所は

羽衣町３１番地１４でございます。構造は木造平屋建て面積９９７．９７平米でございます。

契約の方法は指名競争入札による契約であり、契約金額は３億６千５０４万円でございます。

なお予定価格につきましては、３億６千７３７万２千８００円でございます。契約の相手方は、

石井野村特定建設工事共同企業体であり、代表者は株式会社石井組代表取締役 石井光一。構

成員は野村興業株式会社でございます。工期は契約の翌日より平成２７年３月１０日を予定し

ております。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 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） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第３１号 町民プール建設工事（建築主体）請負契約の締結については、
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原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７  議案第３２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第３２号 町民プール建設工事（機械設備）請負契約の締結についてを、

議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。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３２号 町民プール建設工事（機械設備）請負契約の締結に

ついてご説明いたします。本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により工事請負契約を締結するため議会の議決を求めるものでございます。 

契約の目的は、町民プール建設工事（機械設備）であります。工事の概要につきましては、

町民プール建設工事にかかる機械設備工事であり建設場所施設の構造規模は先ほど、議案第３

１号で申し上げたとおりとなりますので説明は省略させていただきます。 

契約の方法は、指名競争入札による契約であり、契約金額は１億４７６万円でございます。

なお、予定価格につきましては、１億７６９万７千６００円でございます。契約の相手方は、

長屋天内特定建設工事共同企業体であり、代表者は斜里町株式会社長屋工業、代表取締役、長

屋慶治。構成員は北見市天内工業株式会社でございます。工期は契約の翌日より平成２７年３

月１０日を予定しております。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「なし」との声あり） 

  

○議長（村尾富造君） 

お諮りします。 

 本件については、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第３２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 
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 起立多数です。 

 したがって、議案第３２号 町民プール建設工事（機械設備）請負契約の締結については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１８ 意見案第５号 ～ 日程第２１ 意見案第８号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第１８ 意見案第５号 ２０１５年度地方財政の充実・強化を求

める意見書についてから、日程第２１ 意見案第８号 ２０１５年度国会予算編成における教

育予算確保・拡充に向けた意見書についてを、一括議題とします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ４件について、それぞれ提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会 委員長 畠山英樹

君。 

 

○総務文教常任委員会委員長（畠山英樹君） 

 意見案第５号 ２０１５年度地方財政の充実、強化を求める意見書について。本件につい

て地方自治法第９９条の規定により別紙のとおり、意見書を提出するものとする。 

平成２６年６月２０日提出。提出者清里町議会総務文教委員会委員長畠山英樹。 

次のページを読みます。 

２０１５年度地方財政充実強化を求める意見書前文を省略させていただき、記以下の内容を

説明いたします。 

１、地方財政計画、地方税のあり方地方交付税総額の決定に当たっては、国と地方の十分な

協議のもと、決定をすること。 

２、社会保障分野の人材確保と処遇改善農林水産業の再構環境対策など増大する地域の財政

需要に見合う、地方財政計画、地方交付税及び一般財源の拡大を図ること。 

３、復興交付金については、国の関与の縮小を図り被災自治体が、より復興事業により柔軟

に活用できるよう早急に改善すること。 

４、法人実行税率の見直しについては地方財政に影響の与えないようにすること。 

５、償却資産に係る固定資産税については市町村の財政運営に不可欠な税であるため現行制

度を堅持すること。 

６、地方交付税の特別加算歳出特別枠については、地方自治体の重要な財源となっているこ

とから現行水準を確保すること。また、増大する地方自治体の財政需要に対応し、臨時的

な財政から経常的な経費に対応する財源のへと改めること。 

７、地方交付税の財源保障機能財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補

正の強化新たな財政需要の把握について引き続き対策を講じること。 

８、人件費削減など、行革指標に基づく地方交付税の算定は地方自治地方分権の理念に反す

ることからこのような算定を改めること。 

以上地方自治法地方自治法９９条の規定により意見書を提出する。 

次のページを読みます。意見案第６号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行 

わないことを求める意見書について。本件について地方自治法第９９条の規定により別紙の
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とおり意見書を提出するものとする。平成２６年６月２０日提出。提出者清里町議会総務文

教委員会委員長畠山英樹。 

次のページ。憲法解釈の変更による集団的自衛権に行使容認を行わないことを求める意見

書。意見書の主な内容の説明をさせていただきます。 

安倍首相は、安全保障の法定基盤の再構築に関する懇談会の報告を受け、集団的自衛権の

行使容認に向け、憲法解釈の変更を検討する基本的な考え方について表明された。しかし、

歴代政権は集団的自衛権行使することは、この範囲を超えることで憲法上許されないとの見

解を示している。時の内閣の一存で憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を容認することは、

長年時間をかけて積み上げてきた論議や国民合意を覆し、一たび集団的自衛権の行使を認め

てしまえば行使の範囲は、無限大に広がる危険性がある。よって、憲法解釈の変更による集

団的自衛権行使容認を行うことを強く要望する。 

以上、地方自治法９９条の規定により意見書を提出する。次のページを読みます。 

意見案第７号 道教委新たな高校教育に関する指針の見直しと地域や子どもの実態に応じ

た高校づくりの自主性を求める意見書について。本件について、地方自治法第９９条の規定

により別紙の通り意見書を提出するものとする。 

平成２６年６月２０日提出。提出者清里町議会総務文教委員会委員長畠山英樹。 

次のページになります。道教委新たな高校教育に関する指針を見直しと地域や子どもの実

態に応じた高校づくりの実現を求める意見書。前文を省略させていただき記から説明します。 

１、道教委が２００６年に策定した新たな高校教育に関する指針は、広大な北海道の実情に

そぐわず地域の教育の文化だけではなく、経済や産業など地域の衰退につながることから、

根本的な見直しを行うこと。 

２、公立高校配置計画については子ども、保護者地元住民など道民の切実な意見に真摯に耳

を傾け一方的な策定を行わないこと。 

３、教育の機会均等と子どもの学習権を保障するため、遠距離通学費等補償制度の５年間の

制限を撤廃するとともに、もともと高校が存在しない市町村からの高校へ通学する子供た

ちも制度の対象とする。 

４、障害のあるなしに関わらず希望するすべての子供が地元の高校へ通うことができるよう

後期中等教育を保障するために検討を進めること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

次のページ。意見案第８号 ２０１５年度国会予算編成における教育予算確保に向けた意見

書について。本件について、地方自治法第９９条の規定により別紙のとおり意見書を提出す

るものとする。 

平成２６年６月２０日提出。提出者清里町議会総務文教委員会委員長畠山英樹。 

次のページであります。 

２０１５年度国家予算編成における教育予算確保拡充に向けた意見書。前文を省略させてい

ただき、記から説明いたします。 

１、義務教育国庫負担制度の堅持と負担率を２分の１に復元すること 

２、３０人以下学級早期実現に向けて小学校１年生から中学校３年生の学級編成標準を順次

改定すること。当面、新たな教職員定数改善を早期に実現すること、またその地域に関係

なく子供たちの教育を保障するために福祉学級の解消に必要な教職員定数の改善、予備必
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要な予算の確保を図ること。 

３、子供たちや学校、地域の特性に合った教育環境を整備し充実した教育活動を推進するた

めに養護教諭事務職員全校配置を実現すること。 

４、給食費、修学旅行教材費など保護者負担の解消就学保障の充実図書費など国の責任にお

いて教育予算の十分な確保拡充を行うこと。 

５、就学援助制度の充実に向け、国の責任において予算の十分な拡充を行うこと。 

以上、地方自治法第９９条規定により意見書を提出するものです。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、４件について一括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 この意見案４件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第５号 ２０１５年度地方財政の充実・強化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、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第５号 ２０１５年度地方財政の充実・強化を求める意見書については、

原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案６号 憲法解釈の変更による集団自衛権行使容認を行わないことを求める意見

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、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第６号 憲法解釈の変更による集団自衛権行使容認を行わないことを求

める意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案７号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態

に応じた高校づくりの実現を求める意見書についてを、採決します。 
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この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第７号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子ど

もの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案８号 ２０１５年度国会予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書

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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第８号 ２０１５年度国会予算編成における教育予算確保・拡充に向け

た意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君）  

お諮りします。 

 ただいま可決されました４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） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先、並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定

しました。 

 

●日程第２２ 意見案第９号 ～ 日程第２３ 意見案第１０号 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議事の都合上、日程第２２ 意見案第９号 平成２６年度北海道最低賃金改正等に関

する意見書について及び、日程第２３ 意見案第１０号 規制改革会議意見書の取扱いに関す

る意見書についてを、一括議題とします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ２件について、それぞれ提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会 委員長 村島健二

君。 
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○産業福祉常任委員会委員長（村島健二君） 

産業福祉常任委員会、提出の意見書第９号・第１０号を一括説明いたします。 

意見書案第９号 平成２６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について。 

本件について、地方自治法第９９条の規定により別紙のとおり、意見書を提出するものとす

る。平成２６年６月２０日提出、清里町議会産業福祉常任委員会委員長村島健二。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を説明いたします。 

１ 北海道最低賃金の改正にあたっては雇用戦略対策法に基づき、早期に８００円を確保し、

景気状況に配慮しつつ、全国平均千円に到達することができる審議会運営を図ることとも

に、生活報酬等との解離解消を平成２６年度解消するという答申を十分尊重すること。 

２ 北海道内で最低賃金以下の労働者をなくすために、道内需要における指導監督を強化し、

最低賃金制度の履行確保を図ること。 

３ 中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする対策を行うよう国に対し要請

すること。 

 

次に、意見書第１０号 規制改革会議意見書の取扱いに関する意見書について。 

本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとす

る。平成２６年６月２０日提出。清里町議会産業福祉常任委員会委員長村島健二。 

次のページをお開きください。意見書の主な内容を説明いたします。 

政府の規制改革会議は農業改革にかかわる意見の中で、農業委員会制度の見直しや農業生産

法人の大幅な要件、そして農業協同組合制度の見直しを盛り込まれた内容となっております。

このことは地域の農業の姿を大きく援用されるとともに農業者地域、住民、国民生活に重大な

支障を来すことが懸念されます。よって農林水産業地域活力創造プラン改定にあたっては真に

農業者の所得向上、地域生活インフラの維持向上食料供給の安定確保農地の適正利用に資する

観点を規制改革会議の意見に反映させることを要望いたします。 

以上であります。 

 

○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。 

（「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。 

 この意見案２件については、討論を省略し、採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第９号 平成２６年度北海道最低賃金改正等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。 

 この採決は、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、意見案第９号 平成２６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書については、

原案のとおり可決されました。 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案１０号 規制改革会議意見書の取扱い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。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第１０号 規制改革会議意見書の取扱いに関する意見書については、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君）  

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、その整理を

要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 

 

●日程第２６  発議第１号  

○議長（村尾富造君） 

 日程第２６ 発議第１号 議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、記載のとおりの内容で議員の派遣をしたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

○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３回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

                               閉会 午後１２時１２分 


