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平成２７年第８回清里町議会定例会会議録（１２月１８日） 

 

 平成２７年第８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 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

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   澤 本  正 弘 

    総 務 課 参 与   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    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 
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    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 教 育 課 長   伊 藤  浩 幸 

    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    澤 本  正 弘 

 

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。 

議会報告第１号 平成２７年度定例監査の結果について 

諮問第 １号  人権擁護委員候補者の推薦について 

一般質問    ３名 ６件 

議案第５２号  清里町税条例等の一部を改正する条例 

議案第５３号  清里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定 

議案第５４号  斜里岳山小屋の指定管理者の指定について 

議案第５５号  パパスランドの指定管理者の指定について 

議案第５６号  平成２７年度清里町一般会計補正予算（第４号） 

議案第５７号  平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第５８号  平成２７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５９号  平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号） 

意見案第１１号 ＴＰＰ合意内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書について 

発議第 ６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（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成２７年第８回清里町議会定例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（田中誠君） 

 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 堀川哲男君、３番 河口高君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（田中誠君） 

 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 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 議会運営委員長報告。本定例会の会期は、一般質問、各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、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 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、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への出席報告についてであります。（１）１０月２４

日、東京清里会総会が開催され、田中議長が町関係者とともに出席をしております。会員との
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情報交換及び交流会が行われました。（２）１０月２８日オホーツク圏活性化期成会秋季要望活

動でございます。田中議長が総務文教厚生２班として記載の内容について北海道知事、副知事

に対し要請活動を行っております。（３）１１月９日、北網ブロック市町議会正副議長会議が網

走で開催され、北見市議会、網走市議会を含む１０市町議会正副議長により、共通する課題に

ついて協議情報交換が行われました。２ページになります。１１月１１日、第５９回町村議会

議長全国大会は東京で開催され、田中議長が出席しております。決議特別決議の内容は６ペー

ジから１１ページに添付しております。また記載の要望事項について関係省庁に要請活動がな

されたところであります。３ページになります。第４０回豪雪地帯町村議会議長全国大会につ

いて。議長全国大会に引き続き開催され、１２ページにあります事項が決議され、また記載の

要望事項８項目について関係省庁に要請活動が行われたところであります。（６）１１月１２日

斜里郡３町議会議長により日本赤十字本社への要請活動を行っております。地域医療の充実に

向けた要請を行いました。（７）１１月１１日、斜里郡３町議会の副議長・常任委員長で構成さ

れる斜里郡３町議会連絡協議会が本年度清里町当番で開催し、記載の内容及び３町の共通する

課題について、協議情報交換が行われました。４ページになります。（８）１２月１０日、北海

道地区選出道議会議員への要請活動へ田中議長が町長、農協組合長とともに記載の事項につい

て要請を行っております。（９）その他の会議行事等について。記載の会議行事等に議長、副議

長、所管常任委員長が出席しておりますので、ご報告申し上げます。 

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

されておりますので、ご報告申し上げます。５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２７年１０月分、１１月分について。１３

ページ、１４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２７年第８回清里町議会定例会説明員の報告について。１５ページのとおりと

なっております。 

 以上で、議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町長の一般行政報告について申し上げます。 

まず大きな１の主要事業報告でございます。１点目のＪＲ釧網本線の減便についてでありま

すが、（１）の１０月６日及び（２）１１月１６日の２回にわたりまして、ＪＲ北海道本社役員

及び知床斜里駅長が来町されておりまして、明年４月のダイヤ改正により清里町に関係する列

車４便を減便する説明があったものでございます。町としては余りにも唐突のことでありまし

て、公共交通機関としての責務と地域交通の確保の観点から理解できないとして、再考いただ

くように申し上げたところであります。またこの説明の以前に石北本線に係る美幌町等の無人



5 

化の件もありましたので、オホーツク活性化期成会での課題とし１０月２７日に期成会役員に

おきまして、ＪＲ北海道本社に対し、駅の無人化と列車の減便、臨時列車運行継続、合わせて

列車の高速化と安全運航について、要請活動を行ったところでございます。さらに（３）にあ

りますように１１月の２４日と２５日の両日にかけまして、釧網本線及び根室本線沿線の自治

体の首長においてＪＲ北海道本社北海道、北海道議会、北海道運輸局に対し、記載の３項目に

つきまして維持確保を要請したものでございます。 

次に２点目の斜里地区消防組合議会第４回臨時会についてであります。１０月９日斜里町総

合庁舎２階大会議室で開催されております。付議案件は記載の４件でありまして、①から③ま

では総合事務組合、退職手当組合、公務災害補償等組合規約の一部変更に係る協議と④は一般

会計補正予算でありまして、斜里町の消防庁舎に係る備品購入費１千９３０万４千円の増額補

正であり、４議案ともに原案のとおり可決承認がなされたものでございます。 

次に３点目の国道３３４号道路整備促進連絡期成会議の要望活動についてであります。地域

連携会議の構成市町村の首長におきまして、早期整備の促進と予算の確保について１０月２２

日に網走開発建設部、それから次のページになりますが、１０月２６日北海道及び北海道開発

局に対し、要請活動行ったものでございます。 

次に４点目の関係であります。オホーツク活性化期成会の秋季要望についてであります。１

０月の２８日活性化期成会の市町村長及び議長におきまして、総括班、総務文教厚生班、農林

水産班、建設経済班の各班にありまして、北海道に対し要望活動を行ったわけであります。私

は農林水産班として、関係の首長、議長とともに記載の１３項目の要望事項について関係部局

に要請活動を行っております。 

次に５点目の北海道横断自動車道訓子府インターチェンジから北見西インターチェンジ開通

式についてでございます。１１月の８日訓子府町公民館において開通式典と訓子府インターチ

ェンジの路線場において、渡り初めが行われたものでございます。これによりまして、訓子府

インターチェンジから北見西インターチェンジ間の１２キロが共用開始となりました。全体で

は北見東インターチェンジまでが繋がりましたので、さらなる輸送効率の向上が期待されるも

のでございます。 

続きまして６点目の平成２７年度自由民主党の移動政調会についてでございます。１１月の

１６日、北見市で開催されております。本町からは町議会議長、農協組合長、そして私の３名

出席し、記載の９項目について、自由民主党北海道第１２区選挙支部の武部代議士、高橋道議

会議員、塚本道議会議員、久保脇道議会議員に対し要請活動を行ったものでございます。 

次に３ページをご覧ください。７点目の北海道酪農振興町村長会議中央要請についてでござ

います。１１月の１７日に会議加盟の町村長により、北海道内選出の国会議員並びに農林水産

省に対し、北海道における酪農振興対策に関し、記載の５項目について要請活動を行ったもの

であります。 

続きまして８点目の全国町村長大会についてでございます。１１月の１８日、東京都のＮＨ

Ｋホールで行われております。全国町村会会長の挨拶の後、安倍内閣総理大臣他４名の来賓挨

拶と町村の振興を考える会会長からのメッセージに続き、大会決議により記載の特別決議１件、

大会決議９件、３３項目にわたる重点要望を採択し、内閣府及び関係省庁に要請活動を行った

ものでございます。 

次に、９点目の北海道横断自動車道北見網走間建設促進期成会秋季要望についてでございま
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す。期成会の構成市町村等において、１１月の２４日に北海道及び北海道開発局に２５日に武

部代議士他道内選出代議士並びに国土交通省財務省に対しまして、記載の要請活動を行ったも

のでございます。 

続きまして１０点目の暴風雪警報の発令に係る対応についてでございます。１１月の２７日

午後５時に清里町に暴風雪警報が発令されましたので、災害対策本部情報連絡室を立ち上げ、

所管課による窓口の確保と職員の自宅待機を指示し、災害の発生に備え、防災メールによる災

害情報の発信を行ったものでございます。翌日午前７時に警報の解除に伴い体制を解除いたし

ております。また本件による被害などについては一切ございませんでした。 

続きまして、１１点目の高齢者等の地域の見守り活動に関する協定の締結についてでありま

す。１２月８日、商品の宅配事業を行っております生活共同組合コープさっぽろとの間におき

まして、商品配達時における訪問先での高齢者等の見守り安否確認に関する協定の締結をさせ

ていただきました。これにより宅配業務中に異変に気付いた場合に、連絡をいただくことによ

り迅速的な対応が可能となり、より安全安心な暮らしのための見守り体制が強化されるものと

期待をしているものでございます。 

次に４ページになります。１２点目の北海道並びに地区選出議会議員への要請活動について

であります。１２月１０日、町議会議長、農協組合長そして私との３人におきまして地区選出

の高橋文明道議会議員並びに北海道庁の関係部署に対しまして、記載の当面する諸課題に対し

要請を行ったものでございます。 

続いて１３点目の医療法人社団ヤマダ皮フ科クリニックの開院についてであります。水元町

１６番地において皮膚科クリニックが明年春の開院を予定し、病院建設が現在進められており

ますので、御報告を申し上げたいと存じます。なお、開院の医師については山田清医師とのこ

とでございます。 

続きまして１４点目の公共施設に係る杭工事施工データの流用についてでございます。新聞

等の報道にもありましたように、マンションなど建築基礎の杭打ち工事において流用を偽装報

道があり、清里町におきましても、問題となっております会社が行った杭打ち工事がありまし

たので、その結果について調査をいたし、流用、偽装がなかったことを確認しましたので、こ

こにご報告を申し上げます。なお、この１０年間で建設した建物での杭工事に関して１５件す

べてを調査いたしましたが、データの流用はなく、施工も適正であったことを確認いたしてお

ります。 

続きまして１５点目のマイナンバー通知カードの送付及び返送状況についてであります。マ

イナンバー制度の施行によりまして、個人番号でありますマイナンバーが１２月上旬以降順次

に送付されており、清里町におきましても１１月１０日までに通知カードが送付されましたの

で、その概要を申し上げます。配付されました通知の総数は１千８２１通であります。１０月

５日現在で住民登録をされている方全員に対し、通知カードが届いたものでございます。この

うち郵便局での保存期間が経過し町に返送されたものが、受け取り拒否を含め、１１月３０日

現在で９１通であります。その後、町に受け取りに来られた方がおりますので１２月１５日現

在では５５通となっているところであります。なお受け取りに来られていない方に対しまして

は、案内文書を送付し、特例法を行っているところでもございます。 

続きまして、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。１の議決工事の進捗状況

でありますが、１２月１５日現在における平成２７年度の工事の進捗の状況でございます。１
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点目の清里町清掃センター長寿命化改修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、工事が完了し進捗割合は１００％となっているところであります。 

次に２点目の交流活動施設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、進捗状況は解体工事の施工中でございます。割合については１５％となっており

ます。 

続きまして５ページをご覧いただきたいと存じます。大きな３の主な会議行事等の報告につ

いてでございます。 

東京清里会の総会懇談会につきましては、１０月の２４日、東京レストランサンミにて開催

がされております。清里町からは町議会議長、教育委員長、農協組合長、商工会会長、そして

私と事務局２名の全体７名で参加をいたしました。またあわせて、東京清里会、東京女満別会、

東大陸上部、武部代議士秘書の参加をいただく中、東京清里会からは岡本会長他５０名の方が

参加をされております。岡本会長の挨拶に続き、清里町から今年の出来事や町政の取組み、関

係機関団体からの活動状況について報告をいただき、参加者による交流懇談が行われ、盛会の

内に終了をいたしたところでございます。次に清里町地域振興懇話会についてでございます。

１０月の３０日、役場３階各種会議室にて開催がされております記載の関係機関、団体の代表

の方々の出席をいただき、今年度の町の主要事業及び政策並びに事業の進捗状況などについて

報告させていただいた後に、各関係機関団体より、それぞれの情報提供と町づくりや地域振興

方策等について意見交換が行われたものでございます。続きまして清里町顕彰式、表彰式につ

いてであります。１１月２日町民会館で開催をいたしております。８名、３団体の方々に対し、

顕彰条例及び表彰規則に基づき、顕彰状、表彰状を授与させていただいたものであります。受

賞された皆さんに対しましては、改めて心よりお祝いを申し上げます。 

続きまして、２０１５年グッドデザイン賞の受賞についてであります。清里焼酎のニューボ

トルがグッドデザイン賞を受賞することになりました。１１月の４日ザ・リッツカールトンホ

テル東京で行われましたグッドデザインアワード２０１５の授賞式におきまして認定証及び認

定マークを受賞いたしたものでございます。 

続きまして自治会長会議であります。１２月の１４日、町民会館で開催されております。年

末年始における公共施設の利用や冬期間における除雪体制さらには当面する事務事業の周知連

絡並びに依頼事項につきまして、所管課よりそれぞれ説明をさせていただいたものでございま

す。自治会長全体で２７名が出席をされております。 

以上申し上げまして、町長の一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 
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 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな１、主要事業報告であります。１点目、平成２７年度オホーツク管内市町村教育委員

大会について。１２月４日網走市において開催され、清里町からは教育委員３名が出席いたし

ました。内容は文部科学省から講師をお招きし、地域とともにある学校づくりと題し、御講演

をいただき研鑽を深めたところでございます。 

続いて大きな２、主な会議行事等の報告であります。 

１点目、清里町ＰＴＡ連合会懇談会について。１０月６日毘和吉にて開催され、町内小中学

校並びに清里高校も含めたＰＴＡ役員等３０名が出席し、各学校における活動報告や情報交換

が行われ、交流が深められたところでございます。また町への教育環境施設整備等の要望を承

ったところでございます。 

２点目、清里町スポーツフェスティバルについて。１０月１２日体育の日、緑ヶ丘公園を会

場にパークゴルフ、ゲートカーリング、小学生向け競技のキッズザチャレンジが行われ、併せ

て１１９名の参加により盛会に開催されました。３点目、第５９回清里町文化祭について。１

２月４日から６日までの３日間にわたり開催され、展示部門１２団体、個人７名の出展、舞台

部門第１部、町民ダンスの集い。第２部、小中高校音楽発表会。第３部、舞台発表がそれぞれ

行われております。また自治会女性部連絡協議会などの御協力をいただきまして、食堂やドー

ナツ、クッキーの販売、お茶会などが行われ、３日間を通して延べ１千２００名の来場のもと

盛会に終了しました。 

次のページをご覧ください。４点目、平成２７年度清里町文化賞、スポーツ賞授賞式につい

て。１２月６日、文化祭の舞台発表会場において、今年度地域の文化スポーツの振興に寄与さ

れました個人及び団体またスポーツの各大会で御活躍をされました個人及び団体の方々に教育

委員会よりスポーツ賞、スポーツ奨励賞並びに文化奨励賞を授与いたしました。 

５点目、清里中学校地域提言発表会について。１２月９日清里中学校において、清里町地域

活性化プロジェクト。町を元気にする地域提言をテーマに中学生の視点で考えた将来の清里の

まちづくりについて提言発表が行われました。３年生３３名が６つの班に分かれまして、観光

振興、産業振興、施設整備についての発表を行い、町長よりそれぞれ御提起に対しましてコメ

ントをしたところでございます。 

続いて大きな３、教育委員会の開催状況であります。第７回教育委員会が１０月１日、第８

回は１０月３０日、第９回は１１月２６日にそれぞれ開催され、記載の案件について審議され

ております。 

最後に大きな４、その他１、全道大会の出場について。第１２回北海道中学校軟式野球選抜

選手権大会が１０月９日から１１日まで新十津川町で開催され、予選を勝ち抜きました清里中

学校野球部が出場いたしました。 

２、全国大会の出場について。（１）平成２７年度民謡民舞全国大会が１０月１５日から１８

日まで東京都で開催され、本町より柳谷和夫氏が出場されました。（２）第２回全国健康福祉祭

山口大会が１０月１７日から２０日まで山口県萩市で開催され、マラソンの部に記載の３名の

方が出場され、それぞれ部門での見事入賞を果たしたところでございます。 
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 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（田中誠君） 

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

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  議会報告第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 議会報告第１号 平成２７年度定例監査の結果についてを議題とします。 

 監査委員の報告を求めます。代表監査委員 篠田恵介君。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君） 

 それでは、平成２７年度定例監査の結果について、ご報告をさせていただきます。 

地方自治法第１９９条第４項の規定により定例監査を実施いたしましたので、同条９項の規

定により、監査結果に関する報告書を提出いたします。 

１、監査の期間でございます。平成２７１０月２７日から２９日まで３日間行っております。 

２、監査の対象でございます。平成２７年９月３０日現在、現在の一般会計及び特別会計に

おける（１）予算の執行状況（２）事業の執行状況（３）財産の管理状況（４）その他でござ

います。 

３、監査を行った部局等でございますが、町長部局及び各委員会等でございます。 

４、提出を求めた資料等でございます。（１）、各会計の予算執行状況に関する調書（２）地

方税の収納状況に関する調書（３）地方債現在高調書（４）各会計基金残高一覧（５）各種工

事等の実施状況調書（６）燃料等購入単価一覧表（７）支出関係帳票（８）その他必要に応じ

求めた書類でございます。２ページに移ります。 

５、監査の結果でございます。（１）予算の執行状況でございますが、①監査の方法、一般会

計及び各特別会計にかかる歳入歳出予算の執行状況に関する資料の提出を求め、担当者から資

料説明、内容等の聴取し、また関係書類の確認等により監査を実施しております。②監査の結

果でございます。各会計における予算の執行状況に別表のとおりでございまして、計画に基づ

き全般的に概ね適正に処理されていることを認めるものでございます。（２）事業の執行状況及

び契約の事務処理でございます。①監査の方法ですが事業の執行状況につきましては、各課よ

り工事等実施状況調書の提出を求め、各種工事物品購入、委託事業など２３５事業のうち３０

事業について監査を実施しております。監査の実施に当たりましては、事業概要、契約書、完

成写真等の関係書類の提出を求め、必要に応じ所管から説明を受けております。また、小学校

情報端末機器等整備事業、給食センター調理場、自動洗米器購入事業、医師住宅フェンス事業、

フェンス設置工事について実地に赴き、実地監査を行っております。②監査の結果でございま

す。事業の執行状況につきましては、それぞれ工事等の実施計画工事工程表に基づき予定どお

りの進捗状況である。また契約等の事務処理にあたっては、財務規則等法令に基づき、執行さ
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れており、全般的に概ね適正と認めるものでございます。（３）その他の監査でございます。①

監査の方法。公金の取り扱いについて。出納室、札弦支所緑支所に出向き、監査を行っており

ます。結果でございますが、支所等の公金の取り扱いは正確であり事務処理についても適正に

なされていると認めるものでございます。 

６、総括予算の執行状況及び事務処理について。法令条例等に沿い、概ね適正に執行されて

いると認められるが、下記の事項について、改善検討願いたい。１つ、ホテル緑清荘及びパパ

スランドさっつるで実施した特殊建築物に定期調査にて指摘のあった内容について、多くの人

が安心して施設を利用できるよう早急な改修を願いたい。なお、監査の中で軽微な事項につい

ては、担当者にその都度指示しているところであり、今後の事務処理事務執行にあたっては、

改善、対応されたい。 

以上をもちまして、平成２７年定例監査の結果についての御報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、議会報告第１号 平成２７年度定例監査の結果についてを終わります。 

 

●日程第７  諮問第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦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。町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてご説明を申し上げます。 

本件につきましては、現委員の小松修二氏が平成２８年３月３１日をもって任期満了となり

ますので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により新たに畠山英樹氏を推薦いたしたく議会

の意見を求めるものでございます。法第６条第３項の規定は、市町村長は法務大臣に対し当該

市町村の議会の選挙権を有する住民で、人格識見高く広く社会の事情に通じ、人権擁護につい

て理解のあるものの中から、市町村の議会の意見を聞いて候補者の推薦をしなければならない

とする規定でございます。畠山英樹氏は、上斜里９２１番地にお住まいで、昭和２７年７月１

５日生まれの満６３歳の方でございます。人権擁護委員として推薦をいたしたく満場でのご同

意をいただきますようお願いを申し上げます。 

なお、任期につきましては平成２８年に７月１日から平成３１年６月３０日までの３年間で

ございます。今回は、発令日が７月１日となりましたので後任者の発令までの間につきまして

は前任者がその任を負うこととされてございます。なお履歴等につきましては、記載のページ

に記載をいたしておりますので、ご参照願いたいと思います。以上で説明を終わります。 
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○議長（田中誠君）  

 これから質疑を行います。 

 

○議長（田中誠君）  

 本件については議会先例により、討論を省略します。 

 これから諮問第１号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり

同意することに賛成の方は起立願います。 

                                 （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君）  

 起立全員です。したがって諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとお

り推薦することに決定しました。 

 

●日程第８  一般質問 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 一般質問を行います。順次発言を許します。 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 それでは２項目について質問いたします。まず第１項目の焼酎事業についてであります。ま

ず先に先般、焼酎物語清里の冊子が発行された今日までの４０年の歴史がこれに語られており、

町民の一人として称賛し、エールを送りたいと思います。 

この焼酎については、過去いろいろといろんな形で質問あるいはそういう歴史をたどってい

るようですけども、１つも解決されてないっていう現実の中で、次の項目について答弁をお願

いしたいと思います。 

清里町のまち・ひと・しごと創生総合戦略が１０月末にまとめられ、具体的施策の基本数値

目標が示され、事業の拡大とブランドの強化が盛り込まれております。ボトルデザインの変更、

営業努力により売り上げの今日の売上増加は非常に高いものと認識しておりますが、在庫調整

が行われており、次年度より倍の生産計画が見直されています。売り上げ増加をしてボトルの

原価高がカバーできるでしょうか。まさしく薄利多売で解決するものかどうかっていうこと。

それと過去、常任委員会の中で、何度も価格については提案しております。これに対する明確

な回答をいただいてない。今後どうするんだろうかと。選択肢は確かにいろいろありますけど

も、この辺について明確に答弁いただきたいと思います。 

また、今後の製造販売の計画が先に委員会の中で見直されました。焼酎の位置づけとして平

成２５年１２月の質問の中で町長の答弁の中、効率的な経営を目指す答弁があります。また２

６年の３月には、平成３０年度には収支の均衡の計画となっております。町長の経営理念につ

いて現状はどうなっているかっていうことについてお聞かせいただきたいと思います。 

大きな項目の２番目になります。ケアハウスの計画が進められ、もう既に建設基本設計が予

算に上がっております。基本設計が提案されていますが、基本的な進め方の中身について充分

に町民が理解されているでしょうかということがまず第１点。確かに２６年の１１月にまとめ
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られた報告書が提出されております。コンサルタントにおけるニーズ調査がされ、ケアハウス

の形態ということで進められて建設の計画となったことは十分理解していますが、この中身が

介護施設ではありませんという回答でございます。このニーズ調査の中で、現場に携わってい

る訪問介護の方の調査や該当する方への調査は確実にされていたのかどうかっていうことが確

認したいことの１つであります。 

またこのケアハウスが経営上公益事業となる計画ですが、近隣町村の実態について、お聞か

せいただきたいと思います。先月私ども議員が先進地の取り組みについて研修させていただき

ました。２カ所でしたけどもケアハウス、アメニティー深川さんと北広島。両施設ともケアハ

ウス単独では非常に難しい経営ということを私どもも認識してきております。年数経過ととも

に介護が必要になってきます。しかし介護が重くなった時点でそこから出るのかっていうこと

については、当然それは出来ない。当然同じように介護をしていかないと。今計画されている

ケアハウスの内容とはちょっと異にすることなんだろうと思っております。 

また、運営に欠かせない介護職員。確かに、今でもどこの市町村も非常に苦労しております。

この建設基本設計とともに介護職員の確保。持続的確保の基本設計を今後この町がしていかな

きゃいけないんだろうと思います。その都度の介護職員の募集では、なかなか集まらない。そ

のうち満度に施設に十分入れられない状況があって、空きの場所が出てくるんだろうと思いま

す。介護職員をどのように持続的に確保していくかっていうのは、町の大事な基本設計になっ

てくると思いますので、これについても聞かせください。 

介護、医療は町の安心、安全への大切なことであります。このケアハウス、介護施設ではあ

りませんよという計画内容が十分な町民とのコンセンサスが取れているんだろうかということ

が私の一番の疑問でございます。確かにケアハウスそして介護老人施設きよさと。そして、最

終的に特別老人ホーム清楽園。この３つの形態は、まさしく理想論だと思います。このように

うまく進んでいただければ、この町の介護事業のすばらしい形態だと私は認識しております。

しかし現実はどうなんでしょうか。たまうち状態、どんどん寿命が長くなる。軽度の方が入っ

て、それから介護が必要になってくる。少し動けなくなった方は介護老人施設でリハビリを兼

ねて、また社会復帰していく。そしてだんだん重くなった時点で特別老人ホームへの道と非常

に形態としてはすばらしい形態であると思いますが、現実に待機者が非常に多い状態。この解

決を見ないで、次のケアハウスへの理想が、本当に町民に理解されるのかっていうことについ

て、きちんと制度設計がされているのかについて、この２点についてお聞きしたいと思います。

以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 河口議員から御質問のありました２点についてお答えを申し上げたいというふうに思います。 

まず１点目の焼酎醸造事業のあるべき姿についてでございます。御質問にありましたように

じゃがいも焼酎の価格の関係でありますが、この件については一昨年瓶のデザインをリニュー

アルしたということもありまして、製造原価が確かに上昇してきております。また全体的な物

資の値上がり等もございますし、またさらには平成２９年４月以降消費税の税率が引き上げら
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れるということがございますので、これらに向けた対応としての価格についての改正準備を進

めていきたいというふうに考えております。ただし御案内のように価格の改定にあたりまして

は、当然商品でありますので商品の消費者の方々に受け入れていただけるように、そして販売

にも大きな影響が生じない、そしてさらに今回はニューボトルによってリニューアルをした関

係で新たに流通を開拓した部分もございますし、また卸問屋さんの反応もしっかりと確認をし

ていく必要があるというふうに思います。従来の値上げのときにも一定の期間が値上げを周知

させる期間として必要でありますので、改定のタイミング等については、今しばらく検討の期

間をいただきたいというふうに思うところでございます。 

また御質問の中にありました製造販売での収支の理念でありますが、基本的にはこのじゃが

いも焼酎については、建物の償却から建設にかかった関係、また機械設備。そうしたものを全

部この中で焼酎事業の中だけで処理するということは極めて難しいわけでありますので、町と

してはそうしたものを除いた直接的な製造、収支にかかる部分についての収支のバランスを図

っていくと。これをまず第１の目標としながら経営を進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。 

続きましてケアハウスの関係でございます。ケアハウスが一般の町民に周知されていないん

ではないかというようなことでありますが、今までもいろんな機会をとらえながら説明をさせ

ていただきました。そして今回のまち・ひと・しごとの地域での懇談会またそれ以外のいろん

な会合においてもこうしたお話をさせてきておりますので、一定的にコンセンサスは、私は得

られてきているというふうに理解をしているところでございます。 

またもう一点、町民が望んでいるケアハウスという形ではないのではないかというようなこ

とでございますが、基本的にケアハウスについては自炊等ができない程度でありますけれども、

ある一面介護サービスまでいかないその前段の施設でありますから、そういうような部分を今

後も進めていきたい。と言いますのも町内で高齢者の方、いわゆる６５歳の方で独居生活をさ

れている方は相当数おります。調査の中でも、何百という数字がございますので、そうした人

が施設に入るまでもないけれども、ちょっとした見守りがなければ生活が困難となってくる不

安があるということでありますし、また今までもそういう見守り体制については、いろんな部

分で御協力をいただきながら進めてきたところでございますが、だんだん見守りをしていた

方々が見守られる側に徐々に移ってきているというようなこともございますので、そういう人

が安全安心に生活ができる施設として介護度はまだいっていないけれども、そういう施設とし

てみんなで見守りができる体制の施設を確立していきたいということでございまして、今議員

からもありましたように、介護施設とはちょっと違う前段施設である。ただしこの施設につい

ては１回入所されますとやっぱり入所している経過の中ではどうしても介護に近くなってくる

と。どんどん年数が経ちますと、そういうことが想定されますので外部介護をサービスを導入

しながらやっていく。そして最終的に介護度が３以上になってきますと専門の施設に移ってい

ただく。ただ移る場合においても、３の認定を受けたから移れるかというと、やはりいろんな

施設の運営との関係がありますんで、少々時間が要するであろうと。そんな間はこの施設の中

で外部サービスという形で継続をしながら、その移行期間をここで過ごしていただくと。こう

いうような施設になってこようかというふうに思っているわけでございまして、ニーズ調査の

中でもそういう施設を希望される方がかなりの数に上っているということもありまして、そう

いう形での施設整備を進めていきたいということでございます。 
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それからニーズ調査の件でありましたが、今も若干触れましたけれどもニーズ調査そのもの

については、どういうものを町民の方が望んでいるのかと。そして本当にその必要性があるの

かどうかという部分について、平成２６年にニーズ調査を含めて基礎調査を実施させていただ

くというものでございます。その中での一定の結論が得たわけでありますので、今回の計画を

進捗するという姿で現在に至っているということでありますので、ご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

またこれらの施設については、５０床規模を予定いたしております。この５０床となります

と、運営面のこともございますので広域施設としての認定をいただこうということで進めてい

るところでございますが、管内におけるこうした施設の関係であります。管内に介護サービス

を提供しない一般型とサービス提供のある複合型との定員２０以下での要介護１の方を対象と

して、さまざまな施設がありますけれども現在はなかなか入所ができる状況には無く、困難だ

というような状況というふうに聞いておりますが、実質的にはこういう施設に対して、待機者

が町外のそれぞれの町にもいらっしゃるということでもございますので、そういう部分を捉え

ながら広域施設としての役割を担っていきたいというふうに考えているところではございます。 

それからもう１点の関係でありますが、介護職員の採用、獲得の関係でございます。今議員

御指摘のとおり介護の資格職員っていうのは非常に獲得が難しい状況にありますし、また学校

へ入学される生徒さんも一時から見ると急減しているということでありまして、実際に介護の

職場に入ってみると思う以上に厳しい職場であるということが認識をされておりまして、そう

いう中で本当に苦労しているというのが実態でございます。清里町にあります特別養護老人ホ

ームまた介護保健施設についても、職員の確保は、本当に苦労しながらやっているという状況

にありまして、町におきましても医療や介護の資格職員の新規採用、新卒の新規採用に対して

は議会の御承認をいただきながら制度を設けさせていただいて、なるべく新規職員の獲得がし

やすいというような体制もとりながら、現状を進めてきたというのが実態でございます。引き

続きこうした制度の充実を図りながら、介護職員資格職員の確保に向けた努力を続けていきた

いというふうに考えている次第でもございます。 

またもう１点ありました、ケアハウス独自での経営は非常に難しいんでないかということで

ありますが、これにつきましても内容を十分精査をしながら進めていきたいというふうに思っ

ております。単独ということもありますけれども、外部サービスを取り入れた中での対応も含

めて、今のところ検討しているわけでありまして、全体を通じた中での経営のあり方をしっか

りと詰めながら、整備に向けた対応を進めていきたいというふうに考えておりますので、御理

解を賜りたいと思います。 

以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 それでは焼酎の件から再質問させていただきます。今答弁の中で町長がリニューアルってい

うことを答弁いただきました。私はこのリニューアルという言葉に少し違和感を持っておりま
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す。一般的に言われるリニューアル。確かにデザインの変更、ボトルデザインの変更はありま

す。中身変わったんでしょうか。特に近年売られている焼酎については、過去のものを売って

いる、在庫調整が半分以上で過去の商品を売っているわけです。中身が同じ。ボトルのデザイ

ンだけが変わった商品でございます。これはリニューアルじゃないですね、デザイン変更。リ

ニューアルというのは中身、構造、販売すべてに新しいものへの形態変更をして、リニューア

ルということだと思います。単純な表面の着せ替えにすぎないわけです。 

確かに、この着せ替えによってメディアへの注目、その他の営業の努力。これはもう私も理

解することであります。焼酎事業のこれがまさしく転換期だったんだろうと。去年の１２月に

完成報告会が行われ、私も参加させていただきました。これは櫛引町長が半世紀５０年行政に

携わってきた歴史の中で４０年の焼酎事業。まさしくスタートからすべてを知り尽くした町長

でございます。新しく足を踏み入れたデザインを変えてトライしたということの大きな意味は、

マーケティングの戦略を考えた時に、デザインっていうのは非常に大きな意味合いを持ってい

ます。これは何を意味するかというと販売量を増やしていこう。これから売り上げを上げてい

こうというその第１歩だと理解しております。しかしこれには大きな意味があって、経営って

いうことの大事な部分がございます。今たくさん売れております。その売れている６割以上が

町外。町内の占有率はほぼ変わらないっていうことです。これから増えていくのは町外に出て

いく分が増えてきます。製造費用というのは採算のとれる状態の事業でありません。町外の占

有率が高くなった時に、単純にＰＲで済むことなんだろうかっていうところに少し疑問があり

ますんで、リニューアルと今後の売上に対する方向性をもう一度答弁いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの焼酎の御質問でありますが、基本的に一昨年に瓶をデザイン変更したと表現的に

リニューアルと申し上げたわけでありまして、表現の違いかなとは思いますが、基本的に中身

については、従来の製品をその新しい瓶に入れて販売をしているという状況であります。これ

らの対応について進めている状況でございます。おかげさんで、このデザインを新しくしたこ

とによって、今までとはイメージがうって変りました。そうしたこともあってどちらかという

と女性向けするような、ちょっと棚に並べておいても手にとっていただけるようなそんなデザ

インになりましたので、デザインのせいだけということではないと思います。道内の小売店に

対する販売の新規開拓についても精力的に展開をしてきたところでありますし、また東京方面

や大阪方面の居酒屋のチェーン店に対しても、新たな販路を拡大したという部分もありまして、

おかげさまで昨年の対比でいきますと、だいたい５割増ぐらい、今現在で販売が伸びている状

況になっている次第でもございます。 

ただ今御指摘をいただきましたように、そうした中において製造原価との関係でしっかりと

した経営の収支がどうなんだというようなことでありますが、先ほども申し上げましたとおり、

デザインを新しくしたということ、さらには全体の物資の高騰もございまして、徐々に製造原

価が販売価格を圧迫しているというような状況があらわれてきておりますので、どこかのタイ

ミングを見ながら値上げの方向を検討しているという状況にもあります。 
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それからまた焼酎に関する基本的な考え方でございます。この焼酎については、製造に取り

かかって以来４０年という大きな歴史を経てきたわけであります。いろんな状況の中で、今日

を迎えたわけでありまして、今となれば町民のまた誇りでもあります。自慢のたねでもあると

清里を代表する特産品であると私は自負をしているところであります。しっかりとこうした歴

史を受け継ぎながら、さらに発展をさせていくのが我々の使命だというふうに思っているとこ

ろでございます。そうした思いを町民の皆さんと共有しながら継続が出来るように、より一層

経営内容についても充実したものになるように、さらに清里町の特産品としていけるように努

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いうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 私も特産品、清里焼酎を１からずっと見届けてきた町長の気持ちは計り知れないものを感じ

ております。ただ現在今までの過去の歴史の中で自立って言いますか、この焼酎でどれだけ均

等な経営がされてきたかということを明確に知る資料が私も得ることができませんでした。平

成１０何年ですか、一般財源が１千４～５００万。これが一番少ない状態です。現在は非常に

売れたときの状態とほぼ同じぐらいに３千４００万が補填されております。基本的な考え方の

中で先ほど町長も言われましたけども、製造設備だとかこの辺の減価償却だとか、これは到底

物を売って解消できることではないと思います。しかし瓶の原価コルクだとか製造、商品の部

分にかかわることは間違いなく自立していただかないと。町民の思いで町民の特産品だって言

いながら、どんどん大きな荷物を担いでいることになります。この辺の理解だけはしていただ

きたい。今後は設備機器施設で２億近い設備投資が必要と出ております。これで町民が本当に

理解できるんでしょうか。これからさらに売り上げを上げようとしたときに、設備の更新は急

務の状態です。一般財源から出していく時に町民の売り上げの３割を切っちゃう状態のときに、

本当にこれが大事な事業なのかということについては、もう少し検討していただくことが大事

なことだと思います。価格については、もう一度再質問させていただきますんで、今の状態に

ついてもう一度答弁をお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 焼酎の関係であります。現在まで４０年ということでありますが、実際にここの地元で販売

が始まったのは昭和５４年からということであります。発想から４０年ということでのご理解

をいただければというふうに思います。 

そうした経過の中で一般会計からの繰り入れをしながら特産品を育てる、つくるということ

の使命の中で今日まできました。昭和６２年に新しい焼酎工場を建設して、その時点で一般会

計から特別会計への移行をしながら、今日を迎えているというのが実態でありますが、そうは

言いながらも実際的には収支のバランスという直接的な部分においても、なかなか取り得なか
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ったというような中で、今までも年によっては４千万円近い繰り入れをしましたし、年によっ

ては無い状況もあったと。近年でいけば、平成２２年から２５年までの４年間は繰り入れをし

ないで収支バランスを合わせてきたという実情にもございます。 

こうした経過も踏まえながら、今後の対応をやっていかなければ基本的には議員が言われま

したように、直接的な経費の部分についての収支のバランス。これはしっかりと求めていかな

きゃならんというふうに思っておりまして、何ぼ特産品であるから、町の誇りであるから、何

ぼでも湯水のごとくということは一切考えておりません。経営的には、直接的なものについて

は最低でも収支が合うように努力を常にしていかなければならないもんだというふうに肝に銘

じて、今までも取り組んできたところでございます。ただし、あの建物だとか機械類の設備の

関係については、どうしても直接的な経費だけでは賄い切ることはできないだろうというふう

に私も判断をしております。いろんな機会を通じながら、修繕等余り大きな金額にならないう

ちにやっていかなければなりませんし、また新たな部分についても、年次計画を持ってしっか

りとした計画の中で進めていかなければというようなことで今も進めているわけであります。

全体的には、平成２６年から３０年までの焼酎事業経営計画というものを持った中で、５カ年

計画の中で進めているところもありますし、また３０年の年には、３０年以降の計画を立てな

がら年次計画に基づいて御相談を申し上げたいというふうに考えておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。以上申し上げ、答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の答弁いただいた内容、私も十分理解しているつもりではありますが、販売量を上げてい

くっていう経営というか販売計画になっています。これが果たして本当に良いんだろうかって

いうことが、私のまっ先の疑問でありますし、同時に最初に質問した回答いただきましたけど

も、原価が上がってきている。従来からの価格よりも、瓶その他原価が上がってきている。そ

れを据え置きでやっていきます。それはタイミングの問題ですということの回答いただいて、

平成２９年４月税率の引き上げとともに考えたいという答弁をいただきましたけども、これは

全く一般の常識からいうとかけ離れていることだと思います。税率が１０％に上げたとき、幾

らあげる計画をされているのかわかりませんけれども、世の中は２％の税率を上げるのが精い

っぱい。一般になると下手すると２％も上げられない。要するに、製品に価格転嫁できないで

苦しんでいる中小企業が非常に多いんです。８％になった時点でもなかなかそれを転嫁できな

い、これが現実であります。 

焼酎は、何倍も上げることできるんでしょうか。むしろ値段を下げて売るっていうことが１

つの販売戦略でもあるんだと思います。一般的には。今が価格をあげる最大のチャンスです。

このチャンスを逃して価格を上げることは、僕は不可能だと思います。ですから、この価格に

ついては町民とのやはりプロセスが必要だと思います。現行のまま、一般財源化の補填、これ

も良しと考える方もいらっしゃいます。今でも高い焼酎、これ以上高くなってどうするのって

いう方も聞かれます。でも、この焼酎にはまだまだ商品価値があるから、決して今の価格でな

くても十分できるという声もあります。これはまさしく行政が価格を決める問題でなくて、一



18 

緒に背負っている町民がこの価格について十分検討し、あげるタイミングは今しかないんだと

思います。長い間かける必要はありません。自分たちのこの商品をどうやって売っていくかと

いうのは町民みんなの問題であります。 

しかもいろんな形で費用がかかっておりますけども、費用のかけ方ですが、やはり第１は先

ほどのリニューアル瓶も新しくなりました中身の品質向上にどれだけ費用をかけてやっている

のかということも非常に大事なものです。日本の中で、私たちのいも焼酎が自慢できる品質向

上のための研究、新技術、新製品。この辺に十分な費用をかけていただきたいと私は考えてい

ます。その中で今後計画の中で６５キロ製造販売という計画になっております。まさしく来年

度から倍の生産量になって来たときに、品質がそのままで良いんだろうかっていう一部不安を

持っておりますが、さらなる品質向上のための努力とそして大きな判断を町長はしてほしい。 

このまんまの価格で本当に良いんだろうかっていうことは行政単独で決めないでいただきた

い。町民が皆これはやっぱり上げた方が良いんだという判断、あるいはいやこのままで良いっ

ていう判断と。その辺の町民とのコンセンサスの機会を早急に作る。値上げについては、今し

かない。当然売上も下がります。上がった分どの程度下がるのかっていうことが、まさしく私

たち町民と現場を担当されている営業それぞれの努力しかないんです。しかし売り上げは、ボ

トルだけのデザイン変更で売り上げが上がって、これがずっと永遠に右肩上がりでいくのか。

私は違うんだと思います。中身が変わっていかなければ、次の売り上げ増っていう形にはなっ

ていかないと思います。その時に売上が下がりました。一般的な販売は売上が下がったから、

値段を下げて、いろんな施策をして販売費用をかけて、売り上げを上げていくというのが、一

般の商売でございます。下がったから余計費用になるんで値上げしましょうというのは、全く

販売の逆のことだと思いますんで、その価格についてもう一度しっかりとした、この辺は委員

会の中で、毎回所管の方に値上がりについてはどう考えているのかってことについて問いただ

していますけども、一切明確な回答をいただいてない。町長が４月の税率引き上げということ

の１本だったと思います。私は全く違うと思っておりますので、その辺についてもう一度回答

をお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 焼酎の販売価格の問題と製品の質の向上ということでありますが、製品については、いろん

な研究をしながら、質の向上に努めておりますし、また今販売の最も主流となっているのは樽

に入った焼酎が一番の主流になっております。従来もこの樽を寝かせば寝かすほど良いものが

できてくるというのはもう明らかでありました。本当は１０年でも２０年でも入れとくのが一

番良いんですが、そうなるとそれだけ後ろに伸びていきますので、ある期限を決めながらやっ

ております。これも樽の方を毎年少しずつ充足させていただきましたので、設備の方も徐々に

揃ってきておりますから、これらの樽で寝かす年数を徐々に伸ばしながらも最低でも樽の中で

は２年を置くようにいたしております。そうすることによって最初の段階は１年少しで出して

いたんですが、今は味の方もまろやかに、さらに品質も良くなってきている。本当は３年ぐら

い置きたいなという話がありますが、やっぱり収支とのことがありますので、どっかで折り合
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いをつけねばというようなことで、計画の中では樽の中で２年間ということでの品質の確保を

図っております。おかげさんで、この樽の品物については好評で順調に出荷を伸ばしていると

いう状況にあるかなというふうに思っております。 

それから価格値上げのタイミング等のことでございます。この新しい瓶に変えて、まだ１年

と４カ月であります。この間に道内道外を中心に新たな販売網の構築を図ってきているという

過渡期にありますんで、こうした販路がきちっと永続的に安定的に継続できるかどうかをしっ

かりと見極めなければならん。取引が始まって、いきなり値上げの話というのもなかなか難し

いというふうな思いもしておりますんで、そういうタイミングを見ながら全体調整をしていき

たいということでございます。基本的に議員が言われましたように、経営努力の中で、逆に多

くの方に認識をしてもらうというためにも、本来は値上げしないで値下げでもしながらその販

路拡大という余裕があれば、なお良いなというふうには思っておりますけれども、現状として

は収支のバランスという中で苦労しているのも事実でありますんで、そういう面において価格、

製造、原価しっかりと捉えながら、その中で何とかやっていけているような方向で考えていき

たいというふうに思っているところでありますので、ご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。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 非常に苦しい答弁をいただいたんだろうと思いますけども、１つどうしても理解していただ

きたいのは、その価格の件です。このまま継続する、値上げ検討する。これは早急に結論を出

していただきたい。あげるタイミングは今しかないんだろう。あるいはそのままで良い。これ

の判断、選択肢は、私は町長個人の問題ではないだろうと思います。これは町民の本当に意向

を。やろうと思えば計画すれば年内に出来ることであります。結論はすぐ出てくることであり

ます。この辺の中身について４０年の歴史は、町民みんな一緒の共有認識されていることであ

りますので、是非その辺のタイミングを見てって言うことでなくて、少なくとも年内にどうい

うスケジュールで町民に確認する、あるいはそのプロセスをどういうふうにするかということ

を決めていただきたい。そして、上げる、上げないのタイミング。当面上げません、いや是非

これはどういう価格帯が良いかって検討、価格上げの結論が出た時にどう上げるかっていうの

は、少なくても年明けたら、すぐにやりたいという答弁をいただきたいと私は思っています。

今がチャンスなんだということを理解していただきたいんですね。 

先ほどいろいろ販路を開拓しましたよと言われました。販路なんだろうか。町民の特産品Ｐ

Ｒが一番大事ということの中で、この町の費用対効果という形が、どんな形の費用対効果なの

かということを考えたときに、決してそれは理解されるものでないと思っております。そこま

で投資して、清里町って焼酎の町ですねって知るだけのことで、これから継続していける事業

なんでしょうか。この辺のことをもう一度。価格を上げて間違いなく利益のでる事業になるの

かと言っても、全くそんなことは思っておりません。しかし、価格を上げる努力も、赤字とい

う言い方も適切でないかもしれませんけども、これを縮小するための現場の努力だと思います

ので、ぜひその辺のこともう一度答弁いただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 焼酎の値上げの関係とその方向性、方針のことでありますが、先ほど来申し上げましたよう

に新たに開拓したところのこれからの動きがどうなっていくかということも考えなければなり

ませんし、前回もそうでしたが、卸の問屋さんの反応。これもしっかりと見極めていかなけれ

ばならないというふうに思っております。また一定の周知期間も必要というようなことであり

ますから、価格改定のタイミングについてはもうしばらく時間をいただきたい。議員の質問が

ありましたように、タイミングはそれで良いんだけども、方針を早く出すべきだということで

ありますから、事務的にそれらのことも詰めている最中でありますので、できる限り早い段階

でそうしたタイミングの方針を出していきたいというふうに考えている次第でございます。ま

た委員会とも十分相談させていただきたいというふうに思っております。私自身としては、も

ろもろの情勢を見極めた上でと考えているところでもありますので、そうした中での相談をさ

せていただければというふうに思っているところであります。 

またこの焼酎醸造事業全体として私どもがお願いしたわけではありませんけども、平成１９

年、かなり古いんですけども、東京農大の学生が博士号っていうんですか、それを取得するた

めの論文として清里焼酎事業所を事例として地場製造における産業連携分析というのはされて

ございます。その中で今ありましたように、間接的なその効果というものが算定をされてござ

います。単純にいきますと焼酎での直接的な効果よりもはるかにそちらの効果の方が大きな特

産品づくりとしての評価をこの中で行っていただいている次第であります。町としても表に出

てくる数字というのは、あくまでも焼酎会計上の何千万売って何千万経費かかりましたという

ことになろうかと思いますが、現実的には清里それがあることによって清里に来てくれた。そ

して違う活動をしてくれただとか、いろんなところに出ていったときに、清里町という１つの

話題が提供されるというようなこともありますんで、そういう効果がこの事業によって生まれ

てきていたということも事実ではないかというふうに思っておりますし、またそれ以上に町民

の皆さんに、この焼酎が浸透しながら町の誇りとしても、清里町の特産品は何ですかとお話を

すると大抵の方は清里の場合はじゃがいも焼酎ですと、こういうふうに答えてくれると。それ

だけ自慢の一品になってきているんだろうというふうに思っておりますので、そうした思いも

含めながら、十分にそうした経営面もあわせて検討をさせていただければというふうに考えて

いる次第であります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 なかなか明確な回答が得られず、非常にはっきりしない部分もあるんですけども、まさしく

非常にこの歴史の中で積み上がった大切な一品だったんだろうと思いますし、私も効果という

中では清里町を語る中でどうしてもこの１品っていうのは大事な１品であると理解しています。
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十分理解しても、これから製造拡大、販売拡大の路線に非常に違和感を覚えているという１つ

の意見があるということだけは理解していただきたい。これは私だけのことでなくて、町民の

中に同じように、これからどんどん一般財源からの補てんが必要になってくる時に、販売拡大

が本当にこの町のためになるのかという疑問は拭きれてないんだということですから。過去の

一般質問の中でも焼酎工場について、同じようなことが取り沙汰されている。これ全く無駄な

ことなんですね。焼酎事業の骨太の方針。一般財源から２千万しか出しません。この中で、ど

れだけ効率的あるいは効果的な運用をしていくのか、歯止めの部分を是非考えていただき、そ

の金額が清里町のＰＲであり、どういう効果を出すかっていうのは皆さんのアイデアと知恵な

んだろうと思います。お金をこれからどんどんかけていく、どんどんＰＲすることだけが、将

来のためになるんだという考えは、そんな余裕なんて無いということについて、もう少し理解

をいただきたい。 

その中でニセコ町のいも焼酎は、７２０ミリリットルで、１千６００円で新聞に出ておりま

す。私どもの焼酎が１千１００円ですか。これから始まった町のところはそのお値段で出てい

るっていうことです。うちの町の焼酎は、安くしか売れない焼酎なんでしょうか。正直言って

私は十分お酒をわかる人間でないもんですから判断ができない。しかしいろんな評価は非常に

良い中で、決して安く売らないと売れない焼酎では無いという方の方が多いです。是非その辺

のことをもう一度考えていただいて、次の質問にさせていただきます。答弁は続けていただい

て結構なんですけども、時間がありませんので。   

２項目目のケアハウスについてであります。先ほど答弁いただいたニーズ調査の中でコンサ

ルタントから出ている中身について十分私も理解しているつもりであります。 

しかし現実の問題の中で、現在の介護老人施設きよさと６０床あります。待機者が１５０か

ら１６０名となっています。介護老人施設きよさとは要介護１からの方で、介護が必要な方が

リハビリをして、できるだけもう一度家庭に戻る。これが一番の施設の第１目標の場所です。

当然、動けなくなったらそこでいろんな方に介護を受けなきゃいけない。これも現実の問題で

ありますけども、どれだけリハビリをしてまた普通の生活に戻れるかという施設でございます。

今満床っていうことで現場では回答いただいておりますけども、中には介護者の不足によって

空きが出るということも瞬間的にはあるようなことを聞いております。あと特別老人ホーム清

楽園さん、これは７０床。これも待機者１５０名ということで要介護が３以上。申し込みの５

０％ぐらいが要介護３以上だということ。介護老人福祉施設きよさと、清楽園ともに申し込み

がおそらくダブっているだろうと。私の経験からも３町全部に申し込みして、どっか空いたと

きにということで待ちました。しかし待機者がこれだけたくさんいらっしゃいます。しかも特

別養護老人ホーム清楽園さんについては、病院に入らなくてはいけない、不幸にして亡くなり

ました。ということで年間１２人から１４人しか入れ替わっていないという現実です。その中

で、１５０人という待機者。これどうしたら良いでしょうか。何年かかるんでしょうか。 

ちなみに隣町についてもちょっと聞いてきましたけども、小清水の１１月オープンされた全

く新しい施設ですから満床にはなりませんけども、今８０床のうちの空きが２０床。まさしく

できたばかりですから、今後介護職員の確保によって何とか来年度、年度内には満床にしたい

ということの意向です。すばらしい施設ができておりますけれども、満床にはなっていません。

これは介護職員の問題でございます。ここも同じように待機者が１００名。若干斜里・清里と

のダブりについては、そう多くないようです。ここで要介護３は３０名ぐらい。新しいところ
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に入っているということだろうと思います。で隣町のやすらぎ苑ですか。これは特老として６

０床ですね。地域支援センターっていうサテライトの介護施設が２０床あって、やすらぎにつ

いても要介護３以上、申込者待機者は１４７名が全部３以上ということのようです。そのやす

らぎのケアハウスについては２０床満床になっております。こういう待機状態がすごい数の中

で、先ほど言いましたけども、ちょっと手を貸してやる、外部介護を入れてのケアハウスまさ

しく理想の施設だと思います。そしてこれからどうしても介護が必要になった方は、介護老人

施設、そこで再度リハビリを受けてまた戻って来られる。これが本当に理想。そしてどうして

も介護が必要になってきますよって言った時に、最終的に特老の清楽園さんっていう３施設が

うまい具合にでき上がると、この町はすばらしい介護事業に対する事業形態になるんだろうと

思います。 

ただし年齢とともに、当然ケアハウスについては当然入所された人の年数が長くなると思う

んです。６５歳以上でちょっと見守りをしたいよという方が入ってきます。で平均寿命が８０

歳以上を超える。当然これからも増えていく。元気でそのままいてくれることが大事ですけど

も、３０年以上になってくる。少なくとも２０年以上そこにいらっしゃるんですよ。というこ

とはそこからは変わらないんですね。５０床のうち地域については広域ですから、３０名ぐら

いを計画されていますけど、３０名については、２０年、３０年を安心にいられる。介護があ

がってきました。ただし清楽園さんは何年も待機していますよ。その方との整合性はどうなる

んでしょう。元気な方は安心してそこでずっと最後まで見てもらえる。だけど家族で必死にな

って介護している待機者はずっと待っていなきゃならない。私も経験しましたけども、家族は

健康を害する。家族崩壊がそこに出てくる。こういう問題も同時にあるんです。この辺のこと

を理解し、本当に町民が８億なり中身をいろいろ計算すると、最後には１０億の施設になって

くるのかっていった時に、そういう待機者の解決をみていない。施設は大変必要なことだと私

は非常に思っております。思っていますけども、介護があがっていった最終段階のそういう待

機状態についての解消についても同時に検討していただきたいと思っておりますので、その辺

について答弁いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問、その前段の焼酎の関係でありますが、徐々に販売量が伸びてきていると

いうのも事実であります。それにあわせて一定の製造量を増やしていきたい。これも事実であ

りますが、これも際限なくという考え方は町としては持っておりません。当然施設能力があり

ますので、その範疇のみというふうに私は考えておりますから、どんどん売れたから一般の会

社と同じように工場を建てて増設して、そういう考えてなくて、今のある施設の中でいかにや

っていけるかという範疇でいきたいと。ですから、どんどんどんどん注文がきても出す量が決

まっておりますので、その時点ではそれ以上はご遠慮いただくというような形に、そこまでい

ければ本当に一番良いことだなというふうに思っているわけであります。 

ご承知のようにあそこの焼酎工場の能力は１単品品種でつくった場合で２００キロという許

可の最大の枠組みでありますから、今のようにそれを何種類かでやっていきますと、当然その
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ものごとに貯蔵が変わってきますので、２００キロリットルを製造するというようなことには

ならないということですから、私の今の試算でいくと、樽の部分との調整をしながらやってい

ても、最大１００から１２０、３０までいったら最大の製造量になるだろうと。そして貯蔵に

ついても、樽の中で２年間の最低貯蔵を行っていくということを考えていけば、むやみやたら

に樽の用意をしなければなりません。樽の置くところもあと５０本入れば終わりですから、ま

た建てなきゃならんとかっていうことになりますので、今ある施設の中で最大限どういうやり

方をできるんだろうかという形の中で進めていきたいというふうなことで考えておりますんで、

御理解をいただきたいというふうに思います。 

それからケアハウスまたは特別養護老人ホーム。そして老健施設ということで、介護に保険

に係るそれぞれの施設というのは、それぞれ役割があるわけであります。今議員の方からもお

話ありましたように特養施設については最終的な終の棲家ということになっていこうかと思い

ますし、老健施設というのはリハビリをして、やはり在宅に戻ってもらうことが大前提の施設

にはなっております。ただいろんな運用上のことがあるということも事実であります。 

そして今回町の方で設置整備をしていきたいということで進めているのはケアハウスであっ

て、その介護までに至るまでの方々を安全安心に生活をしていただくちょっとした見守り施設

としての住居の整備というようなことで、それぞれの役割に応じた対応をしていきたいという

ことでございます。議員の中でありましたように、それぞれの施設ごとに特養や老健にまだま

だ待機者がいるじゃないかと。そっちの対応の方が先ではないかとこういうようなお話かとい

うふうに思います。現状としてお話がありましたように、申し込んでいて施設をダブって両方

に申し込んでいる方がおりますから、大体１００っていえばその半分しか実際はいない、両方

足して１００の話ですので極端に言ったらそういうことになってこようかとも思います。そう

は言ってもやっぱり待機者がいることも事実でありますし、また中にはこんなこと言ったら失

礼ですが、とりあえず申し込んでおかなければ順番が来ないからといって申し込まれる方もい

るようでありまして、実際にさあ次ですよと準備してくださいって言うと、まだちょっと早い

ので、先に他の人に回してくださいという方も中にはいらっしゃるというようなこともありま

すから、現実の待機者の総数というのは、かなりおさえ方によって変わってくるのかなという

ふうに思っているところでございます。 

全体として、そういう対応を今後どうしてくかというのは、大きな課題になってくるという

ふうに我々も捉えているところであります。今回の計画の中で今まで見守っていた、一番人口

層の多い６５歳団塊の世代の人方が、あと１０年経つと後期高齢者になっていくわけでありま

して、そこのあたりになるとやはり自立で生活されている方もちょっとした見守りが必要にな

ってくる、それに間に合わさなければならないという思いをいたしているわけでありまして、

それぞれの役割を踏まえながらも、そして御意見は御意見として、しっかりと我々おさえてい

るつもりでありますので、そういう対応も含めながら進めていきたい。ここの施設、ケアハウ

スの場合においても見守り段階を過ぎたらすぐそっちの施設へって言っても、今おっしゃられ

たようにそちらでも待機があるわけで、だからそちらにも待機の申し込みをしなきゃならん。

その間はどうしてもここで繋がなきゃならないということになりますので、この施設において

も先ほど申し上げましたように、外部サービスの導入は介護の外部サービスという意味であり

ますので、そういうものも踏まえながらうまく流れをつくっていきたい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というふうに思います。 
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○議長（田中誠君） 

 持ち時間が過ぎましたので最後の質問でお願いしたいと思います。はい、河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の答弁の中で、待機者の中身がダブっている、当然承知していることであります。で１０

０名超える待機者は現実にダブっていても、斜里郡３町合わせてすべてダブったとしても１０

０以上で、特老では１年間の１２名から１４名ぐらいしか入れ替わっていかないんだという現

実問題の中で、ケアハウスとはまた別にこの部分をどう解消していくかということについて十

分検討いただきたいと思っております。また外部委託するんだよという中でも経過年数ととも

に当然介護が必要になってくるわけですけれども、今の待機者、１、２の方は家庭で見守って

なきゃいけないわけです。その１の方でもケアハウスに入りたいなと思ってもこれは入れない

んであります。この辺の町民への理解を是非していただきたい。ここはあくまでも見守り、あ

るいは外部介護で住む方の入る場所なんですという言い方をきっぱりとしていただきたい。そ

の辺を曖昧にされると何とかなるのかなという町民の安易な理解の中で進んでいくことが、私

は違うんだろうと思いますんで、ここの施設は見守りだけの入る施設ですよ。介護１の方は入

る場所じゃありませんということをきちんと町民に謳っていただきたい。 

それと最後になりますけども、我々まさしく私も町長も同じ年代であります。団塊の世代が

いかに健康で過ごすか。先日発表されていました健康寿命。本来はここにちょっと焦点を当て

たかったんですが、同じく我々はこの健康寿命の向上。これは町の本当に一大事業として、今

後やっていかないと大変なことになるんだろうと思っております。我々一つ一つの行動が非常

に大切なんだということも、十分理解しております。 

当町はこのように３つの施設ができますと理想的な介護形態まさしく自慢のできる介護形態

ですが、残念ながら寿命が延びるということの介護のたまつき状態はどうしても解消されない

んだろう。今後ともに待機者の解消を少しでもできる方法中で、現在清楽園さんが担っている

んだろうと思いますけども、この辺の助成も、助成の仕方で戦略的介護実態を考慮する必要が

あるのではないかなと思っていますので、ぜひその辺の取り組みについても同時に検討してい

ただき、将来に向けて検討していただきたいと思います。これも焼酎の値上げとともに、待っ

たなしのことでございますので、ぜひ検討いただければと思います。以上で私の質問を終わら

せていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問をいただきました。それぞれの施設の役割と町民への周知の関係であります

が、今回ケアハウスについては各所において私からもいろんな説明をさせていただいておりま

すので、一定の御理解はいただきつつあるというふうには理解はしておりますが、今ありまし

たように、このケアハウスが見守り施設であると、他の特養老健とはちょっと違うということ

を含めてしっかりと周知をかけていきたいなというふうに思っておりますし、またこの見守り
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施設ではありますけども、先ほど言いましたように、特別養護老人ホームだとか老健施設に繋

がるまでのそういう部分での外部サービスも行える施設だとあわせて説明をしていかなければ

というふうに思っている次第でもあります。 

また施設の役割ですが、これはもう御案内のとおりでありますけども、特別養護老人ホーム

は介護保険で言う介護度３以上でなければ、入所が今後はできなくなってきますし、また老健

施設はもともと介護保険のスタートの施設でありますので、これは要介護１からも入所が出来

る施設であります。こういう役割が少しずつ違ってきているかなというふうに思っております

し、また定員の関係も、老健は７０床であります、今。それから特養が６０床という定数にな

っているところでもあります。 

それから健康寿命の関係でありますが、誰しもがやはり健康で一生過ごしたいと、俗にいう

ぴんぴんころりの話になってこようかと思いますけども、元気でいて最後は看取っていただく

ということになりますが、そのためにはやはり町をあげて、健康づくり対応対策をしていただ

ければなというふうに思っておりますんで、これは何も保健福祉だけの話でなく全体の生涯教

育を通じた中で健康づくりを心がけていく必要があるというふうに思っております。幸い清里

町はそうした意味においても、いろんな体制がとられてきております。今年からスタートさせ

ていただきましたプールの関係も随分御高齢の方が歩きに来て健康づくりに頑張っていただい

ていると実績は昨年の倍出ているということでありますから。少しずつそういう意味において

の浸透も図られてきているかなというふうに考えているところでもあります。引き続き関係機

関あげて、健康づくりの対応を進めていくように努力をしていく所存であります。御理解をい

ただきたいというふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで河口高君の質問を終わります。ここで１１時３０分まで休憩いたします。 

 

休憩  午前１１時２１分 

                             再開  午前１１時３０分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問の持ち時間は１時間でございますので、１２時

を過ぎますが、そのまま続けます。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 お昼近くになりまして、皆さんお疲れではございますが、私は清里町における交流人口をい

かにして増やしていくか。そしてその交流人口をいかに活かしていくか。このことについて御

質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

清里町には、斜里岳をはじめとする雄大な自然広々とした農村景観、穴場スポット的な裏摩

周、神の子池、さくらの滝等の美しい観光スポットがあります。今年斜里岳には、５千人を超

える登山客が訪れ、裏摩周には７万８千人。神の子池にも６万８千人の人が訪れています。こ

れだけの人が、清里町の美しい自然に興味を持って来てくれているのに、それぞれ点としての

観光地にしかすぎず、人の流れ、お金の流れが清里町のＰＲにつながっていないのが非常にも
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ったいないなと感じます。点から線に線から面にといった仕掛けが必要と考えますが、交流人

口の効果的な出し方について町長のお考えをお伺いいたします。 

もう１点、さきの定例会で５年後に交流人口を５０万人に増やすとの答弁がありました。来

年には旧レストハウスの交流活動施設もオープンしますし、日本で最も美しい村連合に加入し

たいということで動き出していますが、交流人口を５０万人に増やすことは並大抵のことでは

ないと考えます。交流人口を増やすための具体的な施策をお伺いいたします。よろしくお願い

します。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの堀川議員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。交流人口に向けた具体的

な施策についてということでありまして、１点目の交流人口をどう町に活かしていくのかとい

うことでありますが、本町には今ありましたように、日本の百名山の一つでもあります主峰斜

里岳そして摩周湖を展望する裏摩周の展望台、また近年はパワースポットとしても人気の神の

子池、そしてサクラマスが遡上のジャンプを繰り広げるさくらの滝など特色のあるスポット的

な観光資源がございます。また交流滞在型の観光を進めるべく今までもオートキャンプ場や公

設そしてまた民間の宿泊施設。３カ所の温泉の施設。道の駅パパスランドさっつる。パークゴ

ルフ場。さらには景観型のコスモスロードや市街地域商店街でのガーデニングなどの設置につ

きましても、多くの町民の皆さんの参加をいただき、実施をされてきたものでございます。そ

の結果、多くの来訪の方々が景勝地や施設を訪れていただいておりまして、個々の目的に沿っ

ての本町の観光や景観を満喫していただいているところであります。特にパパスランドにつき

ましては、観光バスやレンタカー、キャンピングカーなどでの利用が大幅に増加をしている状

況にありました。こうした一連の施設整備による集客の効果が徐々にあらわれてきているもの

と判断はいたしているところであります。 

しかしなお一層の進展を図るためには、清里町に訪れてくれた人の流れをこうした施設や景

勝地へ誘導する仕掛けとしての案内機能の充実整備とおもてなしのあり方が、今後最も求めら

れているものと考えている次第でもございます。つきましては、現在改称中の交流活動施設、

旧レストハウスをそうした機能や情報提供の拠点施設として整備を進めておりますので、道の

駅パパスランドをはじめ各関係施設とも連携を取りながら、人の流れ、そして金の流れを確立

されるために観光ルートの設定。そして、交流体験型のツーリズムの企画やイベントの情報と

合わせながら、各施設の機能の整備によるＰＲ活動の強化を図ってまいりたいというふうに考

えてございます。また新ご当地グルメとして若者グループのゆいまーるが開発いたしました七

色うどんをはじめとする地域の資源を活かした食の提供や、清里焼酎を初めとする特産品の販

売展開も含め、どんな方法がより効果的進めていくことができるのか。観光協会を中心としな

がら、商工会や農協、さらにはまちづくり団体等の関係機関団体等ともしっかりと連携協議を

進めながら、交流人口の増加に資するためのさまざまな観点からの検討を加えて参りたい。そ

のように考えているところであります。 

次に２点目の交流人口を増やすための施策についてでございます。ただいまの答弁と重複す
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るところがありますが、現在改築を進めております交流活動施設、来年７月のオープンを予定

しておりました観光の情報の発信はもちろんのこと、交流や移住定住の推進。そして清里産の

特産品の提供。または来訪者がゆったりと過ごしていただくことのできるカフェなど、軽食の

準備を進めるそうした設備を中に用意をいたしたいと思っておりますし、またこの施設を拠点

にそれぞれのグリーンツーリズムを始めとしたソフト事業を展開しながら交流人口を増やして

いきたいというふうに考えております。また御案内のありましたように日本で最も美しい村連

合の加盟に向けて準備を始めたところでありまして、認定となれば、清里町の地名度注目度は

さらにアップいたしますし、交流人口の増加にも大いに期待ができるものと考えている次第で

ございます。また総合計画の目標といたしております５年後の交流人口５０万という数字目標

は簡単に到達できるというふうには考えておりませんが、今申し上げました町の観光施設また

景勝地の見せ方、そして体験型観光の進め方、施設の運用宿泊や食の提供のあり方のハードソ

フト両面からの位置づけをしっかりと進めながら、交流人口につないでいきたいというふうに

考えております。 

また関係機関の皆さんとともに町民の皆さんの御協力をいただきながら全町一丸となってこ

うした対応を進めてまいる所存であります。また来年度はそれらの施設をより具体的により効

果的に進めていくための観光計画の策定を予定いたしておりますので、この計画に基づき新た

な観光戦略を練っていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上申し

上げ、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ただ今町長からハード面ソフト面それぞれの面から総合的に交流人口を増やしていきたいと

いうお話がありましたけども、自分の方からそれぞれの切り口で、再質問をさせていただきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

まず交流人口をどうやって活かしていくのかというお話ですが、点から線に線から面へとい

った仕掛けですが、人の流れをつくるためにはまず清里町のパンフレット、これを配布する必

要があると思います。約７万人の観光客が訪れる神の子池は神秘的な池の色に感動して帰って

いきます。ただそれだけではもったいないんです。裏摩周もきれいですよ。さくらの滝迫力あ

りますよ。近くには温泉もありますよ。こんなお土産がここで買えますよ。こんなおいしいも

のがここで食べられますよ。清里町はこんな良い町です。といったパンフレットを配ってはい

かがでしょうか。管理人を置いて手渡しっていうのが一番の理想ですが、それが無理ならばせ

めてパンフレットを置く場所をつくって持ち帰ってもらってはどうでしょうか。 

そして人の流れをつくる仕掛け、アイデアですがこれが重要だと思います。これは例えばの

話ですが、各観光スポットにスタンプラリーのように参加者の観光スポットを回ってスタンプ

を押せば、それが温泉の割引券になったりですとか、それがお土産の焼酎をはじめ、お土産の

割引券になったりですとか、観光スポットだけではなくて、清里町のほかのところにも足を運

んでもらって買い物などしてもらう。つまり、人の流れお金の流れをつくる、仕掛けやアイデ

アが今必要ではないかとそんなふうに思いますが、この点についていかがでしょうか。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町の観光のそれぞれの景勝地、または施設等については先ほどお話をさせていただいた

とおりでありますが、こうしたものを一連に結びつけて、今御質問がありましたように、点か

らそれを線にして線から面に発展をさせるという計画でございますが、そのためには訪れた

方々をどういうふうに誘導していくか、そしてそれらの方々をどういうふうにおもてなしをす

るかというようなことが一番重要だというふうに感じている次第でもあります。今御提案をい

ただきましたように、それぞれの施設にパンフレットをきちっと配布しながら、その流れを誘

導するという施策をどうでしょうかということでございますんで、当然そういう仕掛けをして

いかなければならないと思っておりますし、現在も要所の観光協会のところもそうですし、ま

たパパスランドなんかにおいても観光のチラシ、また緑清荘だとか札弦のパパスもそれから緑

の温泉施設も若干置いておりますけども、きちっと関連づけた中での対応をしていきたいと思

いますし、もうしばらくうちのパンフレットもずっと増刷でしたから、新しく切り替える時期

にも来ておりますので、十分そこらのことを踏まえながら対応をしていければというふうに思

っております。 

またパンフレットだけでなくて、観光のわかりやすい案内板みたいなものが必要なのかなと

いうふうに思っております。昔は駅を通じてくるお客さんがいましたから、大きな観光案内が

あったんですが、いつの間にか撤去されたりしてなくなってきているということもありますん

で、どこにやるのが一番効果的なのかという部分も含めながら、これからの検討の材料だなと

いうふうに思っているところであります。 

またアイデアとしてそうゆう施設に寄った時にスタンプラリーのような形での誘導をし、そ

して全部終わった段階では入浴券がいただけるだとか、宿泊を割引してもらえるだとか、町の

中で買い物をしたときの割引券だとかを併用した中でのラリー制度みたいなものをどうでしょ

うかということであります。今後の中で、そういうものがいかに効果的にやっていくことがで

きるのか、こういうこともやっている先進の町村もありますので、十分に内容を調査させてい

ただいた上で検討をしていきたいなというふうに考えておりますので、これについてもご理解

をいただければというふうに思います。 

以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 人の流れそしてお金の流れをつくるための仕掛けアイデアですが、自分が今言ったのは個人

的な浅はかな考えですけども、まだまだたくさんの仕掛けやアイデアがあるはずです。そのア

イデアをどんどん出し合いながら、しっかりとした人の流れをお金の流れをつくれるようなシ

ステムにしていっていただきたいと思います。 
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次に清里町の観光地に来ていただいて、気持ちよく帰ってもらうためには、ある程度の整備

が必要だと思います。行き過ぎた過度な整備は必要ありませんが、自然を守りながら景観に配

慮した整備。そして人の安全にかかわる整備はしていかなければなりません。今年、神の子池

に木道が完成し、池の周りの環境が守られるようになりました。しかし、池に通じる林道は狭

くて崩れやすく車が落ちる事故も起きています。冬には神の子池の入り口の道道にとめられた

車がアイスバーンで事故を引き起こす危険もあります。大きな事故が起きてしまう前に安全の

ための整備や対応が必要だと思います。その他気になるところですが、斜里岳の登山道。これ

も計画的に修繕していかなければなりませんし、さくらの滝へ向かう道路も農作業をする人に

不便を与えている実態もあります。また裏摩周展望台への上る途中の柵が折れていたり、看板

が朽ちていたり、展望台からの視界が枝で遮られて湖面が見えづらかったりと整備が必要なと

ころがたくさんあります。今後に向けて点検と計画的な整備をお願いしたいと思います。整備

についてのお考えをお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それぞれの景勝地に対するアプローチ、仕掛けの御質問でございます。まず景勝地として、

余りこう華美に整備をかけるということになると、清里の景観スポットというのは、裏摩周は

一定の観光で昔から整備が整っておりますけども、神の子の池だとかさくらの滝だとかはどち

らかというと自然の中に設置がされてきたというような施設でもありますので、そこらへんは

自然と景観に配慮しながらやっていかなきゃならんだろうというふうに思っております。おか

げさんで、今年は神の子の池周囲の木道整備をさせていただきました。この整備、木道を整備

したというのは、余りにもここ近年入込が多くなって、昔は草がいっぱい生えてほんとに自然

的な池だったんですが、そこに人が入り込むことによって全部周りの草がなくなって、雨が降

る度に土砂が神の子の池に入るという事態が生じてしまう。それで本来であれば、そうならな

いようにどこかで人数制限でもして、これ以上はダメとでも言えば済んだのかもしれませんけ

れども、現状はそこに管理人がいるわけでなく、自然の中での景観でありますから、どうして

もそこへ来ていただく方々は車で乗りつけて、池の周辺をぐるっと周遊して楽しんでいただい

ているというようなこともありますので、これ以上放置すると神の子池の青く澄んだ本来の性

格をなくしてしまうという恐れを感じたもんですから、今回木道ということで地面に足のつか

ないその段階で、何年かすると草が生えて、またそれなりの景観が保てているようになるのか

なというふうに思っているところでありまして、そういうような自然と調和したような整備の

仕方をとりながら対応していきたいというふうに思っているところであります。 

また特にそこに至る林道の関係であります。これも網走南部森林管理署が国有林の中であり

ますから、管理をいただいております。基本的には、今現在、林道でありますのでそちらでの

管理と合わせて、レクリエーションの森の指定もいただいておりますので、町の方もグレーダ

ーをかけたり一定の整備をしておりますが、専門にそこのところを整備するということであり

ませんので、今御質問がありましたように何らかの安全策としての対応していかなければなら

ないということで、それぞれ協議を進めているところでありまして、営林署さんも夏の間はお
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客さんが入ってくるもんですから、事故があったら困るということで利用していない、逆に利

用しないように調整をしているという御苦労をいただいておりますので、町としてもどこまで

やれるのか協議の中で進めていかなきゃならんというふうに考えております。手法としては併

用林道の方式をするだとか町道にするだとか、いろんな方法がありますが、そこら辺いずれに

しろお金のかかることでありますから、そういう金の流れとの合わせも考えながらやっていか

なければならないことなのかなというふうに思っている次第でもあります。 

また、斜里岳の登山道のお話もありましたが、これらについては一昨年、従来も小破損の部

分については、観光協会の指定管理の中で全体の道路管理ということでやっていただいたわけ

ですが、徐々にそれだけでは相済まなくなってきている場所があるということで、そこに重機

を入れてやるとかそういうことには、国有の中ですのでなりませんので、自然工法を使った中

でいかに回復をさせるかというようなことで、昨年それの専門の先生をお呼びして関係の方々

で実際に手をかけて本当に少ない距離ではありますけれども、そういう作業が始まってまいり

ましたので、そういうことをしっかりと踏まえながら自然を壊さない範疇の中でそういう整備

も順次進めてまいりたいというふうに思っている次第であります。 

また裏摩周の関係です。木やなんかが邪魔になって見えないところも出てきているというこ

とでありますが、あれは国立公園の中ですので基本的には一切手をかけることができません。

伸びたら伸びたままで伸びてないところから見てくださいという、そういうことに相成ろうか

と思いますんで、これは環境省が管理をいたしておりますから最低限の危険を防止するという

ような対応での整備の方法しかされておりませんので、御理解をいただきたいというふうに思

いますし、また柵が壊れているところがあるぞという部分については私ども承知しておりまし

て観光省の北海道に修復の要請をしている段階でありますんで、御理解をいただければという

ふうに思っております。いずれにしてもお話がありましたように、やはり安全でなければなら

ないということ。万が一事故が起きたらやはりそこの管理はどうなっていたということに当然

相なってまいりますんで、国有林の中ということもありますけれど、施設として観光の一役を

担っているものでもありますので、町としても十分に意を払いながら関係方面とも協議しなが

ら、進ませて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。 

以上、申し上げて答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 清里町の観光地ですが、国立公園ですとか、道立公園ということもありまして、町単独では

できないということも十分理解するところではありますが、各関係機関に対する働きかけは継

続していただきたいと思いますし、今後に向けて点検と計画的な整備計画というのもよろしく

お願いしたいと思います。 

次に、旧レストハウスの交流活動施設が来年夏のオープンに向けて準備が進められておりま

す。清里町の魅力を発信する拠点として、ここに来れば清里町の観光情報がすべてわかる、行

ってみたくなる、体験したくなる。そして住んでみたくなる。その役割を期待するところであ

ります。斜里岳がきれいに見えるあの場所で焼酎工場、公園交流施設を一体的に考えて、今後
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の計画をしっかり立てていただきたいと思います。 

今後の課題として焼酎工場との連携あるいは役割分担をどうするのかですとか、オフシーズ

ンをどうするのか。今現在焼酎工場にはたくさんの工場見学ということでオフシーズンにもか

かわらず、バスがたくさん来ております。そういうのもオフシーズンに向けての課題にもなる

と思いますし、間にある公園ですが、あの公園も今のままで良いのかどうなのか。庭園のまち

であるならば、人を呼べる庭園にしてはどうかなどいろんな意見もあります。今後に向けてさ

まざまな課題があると思いますが、オープンまであと半年ちょっとしか時間がありませんが、

清里町の魅力を戦略的に発信できるような準備をお願いしたいと思います。交流活動施設につ

いてのお考えをお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 現在改修を進めております旧レストハウス交流活動施設の改修とこれからの運用の関係でご

ざいますが、先ほど申し上げましたように、改修については明年の６月までに終らせたいとい

うふうに思って、今作業を進めている次第でございます。ですから７月の観光シーズンにはオ

ープンができるというような形で今準備を進めているところであります。御案内のように基本

的には清里における観光または特産品だとか交流だとかそういうものをワンストップであの場

所ですべてができる。相談もできる。そういう施設として今回整備をかけているところでござ

います。今の計画どおりにいきますとレストランといいますか、軽食の取れるカフェ的なレス

トラン、それから特産品を販売するコーナー、そして子供さんや親御さんたちが集まれる、ゆ

ったりと大きなちょっとした遊び場的なホールを用意しますし、それからまた移住定住交流も

その中でいろいろと観光情報を含めて相談のできる箇所も予定をいたしている次第でございま

す。そして全体として、御案内のように昔ブライダルをされていたところ、大きな広間の部分

はもう取り壊しておりますが、基礎の部分はそのまま残してあります。と言いますのはそこで

各種イベントをやることができますし、また昔使っていた北側の部屋部分の整備をして、土台

はそのまま残しながら、そこでいろんな物産展をやったり、いろんなイベント的なものもでき

るような施設としての整備を進めている次第でもございます。 

また合わせて焼酎工場との関連性を御指摘いただいたわけでありますが、今焼酎工場では多

くの方々が観光に施設見学に訪れていただいておりますので、基本的にはその部分はその部分

として、しっかりと継続をさせていきたいというふうに考えております。ただ販売とかそうい

う部分については基本新しくできる施設側にも特産品のコーナー。特に、焼酎を中心とするそ

ういうコーナーを設けていきたいと考えておりますので、その中での販売を中心にやっていき

たいなというふうに思っているところでありますが、そこが休みになったときの連携はすぐそ

ばにあるわけですから連携をとりながら、一つ休んだからそれで終わりということでなくて、

うまく交互でやっていけるようなそんなことも考えておりますし、またふれあい広場につきま

しても、今回の整備の中に外構が入っておりませんから、外構整備等の必要性も今後出てくる

というふうに考えておりますし、またふれあい広場の木の遊具関係、かなり年数が経って傷ん

できております。そうした部分も改修をしていかなければならんというふうに考えております
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ので、今後全体計画の中、年次計画を持って進めていきたいというふうにも思っているので、

そういう全体の中で相談をさせていただければというふうに考えている次第でございます。 

またオフシーズンのあり方についても、実際に運営が始まってくるとどこが足りなくてどこ

が必要でというのがどんどん出てくるかと思いますから、そういう中機動的に動けるような、

そんな対応を考え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、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 交流活動施設につきましては、清里町の魅力を発信する拠点とここの部分はしっかりとぶれ

ないで、中途半端な施設にないようにしっかりとお願いしたいと思います。また焼酎工場と交

流活動施設間の公園については、１つのパッケージ一つのセットとして有効に活用できるよう

にということでぜひともお願いしたいと思います。 

続いて日本で最も美しい村連合への加入に向けて動き出しましたが、どうも日本で最も美し

い村連合という名前とイメージだけが先走りしてしまい、町民にはどういった連合なのか、加

入したらこの町がどうなっていくのかと十分な説明がまだされていないのが現状であります。

長年続いている花壇づくりに負担を感じている人も増えており、花と緑のまちづくりもそろそ

ろ転換期ではという意見もあります。花と緑は美しい村としての一部分かもしれませんが、町

民のきちんとした理解の上で清里町が日本で最も美しい村である。こういった誇りを町民が持

ったうえで加入できるように取り組んでいただきたいと思います。この点についてはいかがで

しょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 日本で最も美しい村連合への加入の関係であります。この関係についても今までもいろんな

機会を通じながら、こういう連合への加入を図りながら、清里町のＰＲを含めてやっていきた

いということで進めてきたものでございます。 

基本的にこの日本で最も美しい村というのは元々はですね、フランス、ヨーロッパで始まっ

た運動でありまして、フランスの方、そのヨーロッパ方面でそれぞれの国が起こして、連合と

なって運営がされておりますから。これはたまたま名称的には日本で最も美しい村ということ

でありますけれども、連合としては最も美しい村連合という世界連合に加入していくことにな

るというふうに思っております。 

内容的には、日本のその美しい農村景観だとか、または文化を守りながら、将来にわたって

そうした地域を守り続けるとこれが１つの考え方でありました。それぞれ加入するということ

については、将来にわたって美しい村としての誇りを町としても持続していくよと。そしてそ

れによって住民によるまちづくり活動を活性化させていきたい。そしてまた逆に活性化したか
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らこそ連合に加わりながら、将来にわたってやはり町地域の文化や歴史、自然を守っていくと

いうことが趣旨になってまいりますし、これを連合で整備をするということについては、それ

ぞれの団体があるわけでありまして、その団体間の連携を図りながら、町としてのＰＲを全国

的発信していく。また世界に向かって発信をしていくということになってくるというふうに思

っております。これも一定の制約があります。人口が１万人以上の市や町は、村であっても加

入することができません。そういう過疎地域、山村地域というのが１つの前提になっておりま

すし、また景観がきれいだからというだけでは加入を認めてくれません。毎年何１０箇所も手

を挙げて申請をしますが、最大で今までで６カ所から７カ所ぐらいしか１年では加入が認めら

れませんし、また５年ごとに審査があって、その要件から外れてくると脱退を勧告されると結

構厳しい団体であります。それですから、やはりそれなりのきちっとした歴史を踏まえた中で

申請をされているようでございます。 

我が町においても農村景観１００選のまち、特に優れた２０選という景観に対しては、今ま

でも指定を受けておりますし、また古くから地域でも実践をしていただきましたフラワーロー

ドのまちづくりも進めてきました。それから平成１３年からは花と緑と交流のまち、これも今

も少し過渡期に来て、次の対策対応という時期にもきておりますけど、歴史的には、平成１３

年からこの事業として市街地や、またそれぞれの家庭でのガーデニング事業にも町民運動とし

てまちづくり運動として取り組んでもらったという経過がありますから、そういう結果をしっ

かりとその中に謳い込んで申請をしていきたいというふうに考えているところでありますし、

またそうなることによってやはり町の皆さん方も、新たな次のステップへのきっかけとしてい

ただける、そういう場面としても非常に大切なことではないだろうかというふうに考えている

ところでもありますので、より一層こうした意味合いの趣旨が町民の皆さんに伝わるようにい

ろんな改良を通じながら、また申請の段階においてもそういうような方向性を持って進めてい

きたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 この美しい村連合の加入に際しては、景観だけではなくて、その地域に根づいた文化ですと

かそういうのも非常に重要な要件の一つだということで聞いておりますが、花と緑まちづくり

も１５年経ちまして、言うなれば１つの文化に近いものかなというふうに思いますが、先ほど

も申し上げましたように１つの転換期に来ている感じがしますので、加入にあたっては町民の

さらなる負担にはならないように、また加入によっては清里町の知名度が上がって、交流人口

が増えることも期待できますが、一番大切なところは清里町に住んでいる人が自分の町は最も

美しいまちなんだ。こういった自信と誇りを持って清里町を好きになることだと思います。今

話題の下町ロケットではありませんけども小さな町だけども世界に誇れる清里プライド。こん

なプライドを町民の皆さんが持って、この連合に加入できるようにしっかりとした説明、そし

て啓蒙活動をした上での加入をお願いしたいと思います。 

次にいかにして交流人口を増やしていくかということですが、現在、東大陸上部の夏合宿が

行われていますが、文化的な合宿の誘致にも目を向けて、冬から春に向けても清里町に来ても
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らうように働きかけるそのような活動が必要ではないかと思います。 

大学合宿高校合宿以外にも会社のリフレッシュ休暇を清里でとってもらいながら仕事もでき

るテレワーク事業。現在北見と斜里が名乗りを上げていますが、清里にも光回線等の環境は十

分整っています。空き店舗あるいは新栄江南の小学校跡を利用なども考えながら是非進めてい

ただきたいなとそんなように思います。 

またこれからの観光は、きれいな景色を見るだけではなくて、体験型の観光が主流になって

いくそんなふうに思われます。そのことは清里町にもあっていますし、積極的に取り組んでい

くべきだと思います。季節ごとに春からトレッキングサイクリング、夏なら川遊び、釣り秋は、

収穫体験冬ならかんじき、スノーモービル季節ごとのメニューに加え、豆腐作り、そば、うど

んなどの加工体験もできます。今年の夏、北大生１０人を招いてグリーンツーリズムのモニタ

ーツアーが２泊３日で行われました。清里町における体験型観光の可能性必要性が再認識され

ましたし、課題も見つかりました。来年以降のモニターツアーも必要ですし、その先のグリー

ンツーリズムには新たな産業としての可能性や雇用の受け皿としての可能性があると思います。

体験型観光に加えて癒しを求めてリフレッシュが目的の人、農作業を体験して新規就農を目指

す人、田舎暮らしをしたい人など受け皿もメニューも幅広くなるので、行政、観光協会農協商

工会など清里町全体の組織づくり。これが必要だと考えますが、グリーンツーリズムについて

町長のお考えをお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまのご質問でありますが、まず前段の美しい村への加入の関係であります。御質問に

ありましたように町民の皆さんにしっかりと周知をしながらご理解をいただき、そしてこうい

う連合に加入して良かったなと自信にもなり、誇りにもなり、自慢にもなるような観点をとら

えながら進めていきたいと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。 

それから体験型観光とグリーンツーリズムとの関係でありますが、清里の場合においてはど

ちらかというと交流型になるのかなというふうに思っております。大きな観光地でもありませ

ん。ただしこれだけ広大な農村景観と農耕地が広がっている地域でありますし、本当にゆった

りした地域でもあるというふうに私は理解をしております。そこでいろんな体験が企画をする

ことによって、多くの人方の魅力を感じていただけるものをつくり上げていくこともできる要

素が十分にある地域だというふうに理解をしているところでありまして、今までもそれなりに

観光協会とか関係機関の中においても取り組みを進めてこられておりますが、体系づけてとい

うことになれば、今までなかったといっても過言ではないだろうというふうに思っております。

そうした中で今御提案いただきましたように観光協会や関係するいろんなガイド協会といろん

な団体がありますから、そういうところとの一連とした連携プレイ。そうした中にこういう体

験型なり、またグリーンツーリズムの方向性を見出していくということが非常に大切かなとい

うふうに思っております。ですから、今回の旧レストハウスの改修に伴ってあそこの場所でワ

ンストップができるように、そういう方々といろんな連携ができる場所としても大いに利用し

ながら、そういう組織作りも含めてやっていければというふうに考えているところでもござい
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ます。 

またグリーンツーリズムの関係が新聞にも出ておりました。北大生体験モニターツアーを清

里でやっていただいて、多くの体験のその下地を農家の方々が段取りをしたということもお聞

きをいたしております。ですから、そういう部分を体系づけていくことによって、それこそじ

ゃがいもの掘り取りだとかメロンのもぎ取りだとかとうきびのもぎ取りだとか、いろんな体験

を組み合わせることはできていくんだろうと思っておりますし、またこれだけ広く立派な道路

が各所についていますから、そこを歩いてもらったり、サイクリングをしてもらったりと、こ

れも１つの大きな体験でありますし、また目的をつくって、そこのところにいくとこういう体

験ができますよというのも大切なことになってくるのかなというふうに思っております。メニ

ューは考えれば考えるほど、たくさんできていくと思います。ただそれを体系つけて、どこが

それをリードしながらやっていくかというのは、それがなければ分散型でほんとになかなかつ

ながっていかない流れができないということになります。先ほどもありましたように点から線

に、線から面へという流れをつくるためにもそういう組織との連携をしっかりとしながら、そ

してまたそういうツアー的なパッケージも用意をしていかなければというふうに考えていると

ころでありますので、そういう部分に向けてよりこれから関係機関とも連携を深めてまいりた

いと考えておりますので御理解をいただきたい。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 清里町のグリーンツーリズムはまだ足を踏み出したばかりで、まだまだこれから詰めていか

なきゃならないことたくさんありますが、体験型観光に加えて様々ないろんなメニュー。最終

的には移住の方につながっていくメニューも幅広く考えていかなければならないと思いますの

で、そのためにはやはり町全体にまたがった組織づくりというのが必要だと思いますので、そ

の辺も重ねてお願いしたいと思います。 

続きまして、清里町との縁とゆかりを大切にする。こういった切り口からお話をさせていた

だきたいと思います。今清里町の魅力を発信しよう、清里町の良さをＰＲしようと様々な取り

組みが行われています。清里町との縁を深めてもらう取り組みなんだと思います。 

しかしながら今考えますと、もともと清里町に縁とゆかりをもともと持っている人たちが既

にいます。その人たちは清里町民の親戚の方々あるいは各地にある清里会これらの方々です。

この人たちを大切に何度も清里に訪れてもらえる。こんなおもてなしを考えてはいかがでしょ

うか。これもまた例え話ですが夏休みに遠くにいるお孫さんに来てもらう企画ですとか遠くに

いるおじいちゃんおばあちゃんに来てもらう取組みですとか、お彼岸にお墓参りと観光しても

らうような企画そんなようなことなど、たくさんアイデア仕掛けがまだまだあると思います。

最近Ｕターン・Ｉターンに続いて、孫ターンというのがあるそうです。若者の地方への移住願

望が４０％を超えておじいちゃんおばあちゃんの住む田舎になら気軽に移住できるということ

で孫ターンそういうふうに呼ばれているそうです。また孫留学というのもあります。都会の高

校よりも自然豊かな田舎の高校におじいちゃんおばあちゃんの家から通う孫留学。これらも清

里町の将来に良いヒントになるんではないでしょうか。 
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そして是非力を入れていただきたいのはふるさと納税です。ふるさと納税制度は、清里との

縁、この縁をつくるきっかけとして最高の手段だと思います。東川町ではふるさと納税してく

れた人を株主さんと呼んで町に来てもらうような取り組みで成功しています。先日の中学生か

らの提言にもポータルサイトのふるさとチョイスに掲載して返戻品を増やしてはどうか。こう

いった提言があり新聞にも取り上げられました。ぜひ早急に積極的な取り組みを進めていただ

きたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 御質問の清里町との縁とゆかりを持った交流の手法ということでのご提言でございました。

今までも清里町においてはそうした流れの中も感じながら、各種清里会の交流も深めてきてい

るところでありますし、またそれ以外にも長年おつき合いをさせていただいている都市農村交

流の相手方とも、そういう交流を進めてきたところでもございます。 

今御質問そしてご提案をいただいたように親戚の方だとかそういうものを通じた中でより濃

厚なお付き合いの手法、いろんな場面があるのかなと思っております。提案の中ではお孫さん

を中心としながら、そこを活用した交流の方法。そんなものも今であれば適切な時期なのかな

というふうなことも思っておりますが、いずれにせよ、いろんな手法があるかなというふうに

思っておりますので、そういうような部分も踏まえながら、ひとつ検討を加えていければなと

いうふうに思っているところでもあります。 

またふるさと納税の関係でありますけれども、これ納税なのか、ふるさと寄付なのか、なか

なか難しいところがありますが、寄付される方は寄付控除というのがあるから、それが納税の

寄付行為と納税とのバランスになってくるのかなというふうに思っております。そういう中で

こないだも今ありましたように、中学生のまちづくり提言の中でも、ふるさと寄付納税を使っ

た中での町のＰＲと特産品のＰＲ。こういうものを行ってはという提案をいただきました。町

自体も今までも若干の内容ではやってきておりましたけれども、そういう提言、それから先の

一般質問の中でもそこら辺の強化をもう少し進めてはということでお伺いをしておりまして、

町の方もホームページの中にそのサイトを設けて、今少しＰＲを始めたところであります。そ

のＰＲが変な話ですけども取り組んで、何千万、何億という寄付をいただいているところは、

それこそ商品パンフレットを作ってこの商品をあげますから寄付してくださいみたいな商品合

戦になってきていることもありまして、本来の趣旨は違うんですという部分も含めて、総務省

がちょっと抑えにかかっているっていうことも事実でもあります。ただ議員が御指摘をいただ

きましたように、扱い方によっては地域のそういういろんな商品を相手に提供ができるという

ことは、お金を回すことができるということでもつながっていきますし、そういうつながりの

中でいろんな縁ができて清里にそれでは行ってみようかというそういうことも起きてくる可能

性は十分にあると思います。ですからここはある程度、割り切って税が減るだとか増えるだと

かということよりも、清里の物産を他の町にほかの人方によく知ってもらうという意味におい

て十分な有効な施策ではないだろうかというふうに考えておりますので、新年度に向かっても

やはり強化をするような形で、今内部で調整検討に入ったところでありますので、ご理解をい
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ただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ふるさと納税につきましては、ぜひ力を入れていただきたいと思いますし、ホームページの

中でも特産品の紹介ということでレパートリーも増えていますし、そのへんの充実というのも

非常に大事なことではありますけども、どうやってそれを発信するかということがやっぱりま

だ不十分。町独自のホームページからではなかなか入っていきづらいということで、これ余分

な話になりますけども、先日札幌の親類から清里町にふるさと納税したいんだけども清里町っ

てやってないんだねと。やっているよと言う話をしたんですけども、その方はやっぱりふるさ

とチョイスという専用サイトから探していたみたいで、そこで清里町をクリックすると返礼品

はございませんというふうな扱いになってしまっているということなんですね。ですからその

入り口をもうちょっと入っていきやすいようなＰＲの仕方を是非ともお願いしたいと思います。 

もうそろそろ時間がきますので最後にしたいと思いますが、先ほど縁を持ってもらうという

お話をしました。まずはいろいろアイデアを出し合って清里町を知ってもらって縁を持っても

らう。そして訪れてもらって、まちの魅力を感じてもらう。そして何度も訪れたい、いつかは

住んでみたいと思ってくれる清里町の応援団サポーターをつくらなければ、中々将来は無い。

このように私は思います。 

今回交流人口をどう増やしていくのか。そしてどう活かしていくのかをテーマに質問と提言

をさせていただきました。しかしこれはまだまだ一部分で個人的な考えが中心なものでありま

す。どの季節にどんな年代の人をターゲットにどんな内容で人の流れをつくっていくのか。き

ちっとした戦略をつくって実現に向かって進んでいかなければなりません。取り組む内容も幅

広くなるので、行政の各課をまたいだプロジェクトチームが必要だと思います。そこにはもち

ろん観光協会や町民の皆さんからの意見を十分取り入れながら、進めていかなければならない

と思います。清里町の交流人口を増やす施策を具体的に計画し実現させるためのプロジェクト

チームをつくり、戦略を練っていくことを提案して、私の質問を終わらせていただきます。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まずふるさと納税寄付の関係でありますが、先ほど申し上げましたように徐々に充実をさせ

てきておりますが、ふるさとチョイス。今確認しますと清里町は未加入ということであります

ので、加入に向けた検討をしていきたい。それでチャンネルを増やしていく努力をしてまいり

たいというふうに考えております。 

また交流人口を図るためのそれぞれの対策とそれに向けた対応の関係でありますが、いろん

なやり方があるんだろうというふうに思っております。そういう中でいろんな分野に及ぶとい
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うことも考えられますので、プロジェクトチームをどうするかということは、また別にしなが

らもしっかりとした対応ができるよ。その上でそういうものが必要だということになれば、そ

ういう形を町内にもしっかりと持たなければなりませんし、また全体としても行政だけの話に

なるかどうかということもあります。いろんな各団体との協議会とかプロジェクトという、そ

ういう話し合いができる場所だとか、しからばそうした中で実践はだれがやるんだと提案があ

っても実践をするところが必要になってまいりますんで、そういう部分も含めた中で、どうい

うような取り組みができていくのかということを十分に検討させていただきながら、より一層

交流人口が増え、清里に多くの皆さんが訪れていただける、その体制づくり努力をしてまいり

たいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、堀川哲男君の質問を終わります。ここで昼食のため１時３０分まで休憩といたしま

す。 

休憩  午後１２時２８分 

                             再開  午後 １時３０分 

 

○議長（田中誠君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 １番改めまして伊藤忠之でございます。お昼明け一番と、皆さん少々お疲れだと思いますけ

ども先に掲出いたしました一般質問通告書に従い、質問事項３項目について町長に御質問いた

します。 

まず第１項目目ですが、地域経済の及ぼす影響ということで、ＴＰＰ協定大筋合意の件に関

してでございます。政府は平成２５年３月１５日にＴＰＰ協定交渉への参加を表明して以降、

交渉過程の守秘義務を盾に情報開示を行わないなど国内外さまざまな諸問題があるにもかかわ

らず、先々月１０月５日にＴＰＰ協定大筋合意を発表しました。ＴＰＰ協定は農畜産物を含め

たさまざまな物品に対する関税の撤廃、食の安全基準、医療制度、金融サービス、投資知的財

産などありとあらゆる分野にかかわる広範な経済連携協定であり、その国や地域のあり方を大

きく変えてしまう可能性があると各方面から指摘されている状況でございます。そのような中、

この清里町は農林業など第一次産業を基幹産業としており、かつその第１次産業に関連する企

業まで考えますと地域経済の及ぼす影響が大きく地域崩壊につながりかねないと危惧する声も

聞こえてくるところでございます。町長はこのＴＰＰ協定大筋合意という政府の発表をどのよ

うに捉えているのか。また、もしこのＴＰＰ協定が発効された場合、この清里町の地域経済の

及ぼす影響をどのように考えておられるのかをお伺いいたします。 

次に２項目目でございますが、第５次清里町総合計画中間見直しに関してでございます。こ

の第５次清里町総合計画に関しましては、平成２２年度に委員１５名、臨時委員１５名、計３

０名によります総合計画策定審議会の場で審議作成および答申を行い、平成２３年度より施行

している状況でございます。本年平成２７年度は、当初の予定でいきますと第５次清里町総合

計画の中間見直しの年でございますが、現在の進捗状況と今後のタイムスケジュールを町長に
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お伺いいたします。 

次に３項目目でございますが、地域振興対策に関してでございます。平成２３年度に新栄小

学校と江南小学校が閉校となり、本年度で５年目となります。その間この２校の施設をどのよ

うに町として活用してきたのか。また今回、この旧小学校施設を有効活用するために、地域の

振興発展を前提とした事業等に貸し付けを行うという形で、平成２７年１１月２日から１２月

１５日まで町内限定で公募をかけましたが、その結果がどのようになったのか、町長にお伺い

いたします。以上の３項目について、私からの１回目の質問とさせていただきます。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの伊藤議員の御質問にお答えを申し上げたいと存じます。 

まず１点目の地域経済について。その中のＴＰＰ大筋合意に対する町の考え方でございます。

今御質問をいただきましたように、このＴＰＰについては去る１０月の５日閣僚会合におきま

して、参加１２カ国での大筋合意をみたところでございます。それによってその概要は我が国

においても、報道をされてきているところでありますが、現段階としては、交渉内容等詳細の

情報については、国益を失うおそれがあるとのことから、非公開部分が多くて、都道府県はも

とより市町村の自治体各関係団体にも具体的な情報の開示がされていない。そういう状況にあ

るところでございます。そして国益を守るとしたまたは重要農産物を守るとした国会決議との

整合性や合意内容による具体的な影響について、今後こうしたことから国に対し説明を求める

とともに、不安や懸念を払拭するための具体的な手だてについて万全な方策を求めてまいりた

いと考えているところでございます。 

また予測される事態にどのような対応をしていくかという点につきましては、国や北海道の

動向を十分に見定めながら関係機関団体との連携を密にし、またいろんな面からのまずは情報

収集を行い、振興対策に万全を期してまいりたいと考えている次第でございます。 

次に２点目の第５次総合計画の中間見直しについての進捗状況でございます。第５次の総合

計画につきましては、平成２３年から３２年までの１０カ年計画としてスタートいたしており

まして、人と自然がともに輝き躍動するまちを理想の将来像に掲げ、住民参加と協働と共生で

築く自立のまち。自然と共生する安全安心環境のまち。共に支えあい一人ひとりの命と暮らし

を大切にするまち。活力にあふれ、豊かな地域を創る産業のまち。豊かな心と文化を育てる学

びと交流と人づくりのまちの５つの柱を持って、施策事業を進めてきたところでありますが、

本計画の中間見直しにありましては、まち・ひと・しごと地方創生による新たな取り組みやＴ

ＰＰ協定の大筋合意など社会構造が変化する中、後期５カ年のまちづくり施策としての取り組

みを進めるために、現在基本計画部分を中心に所要の施策の洗い出し作業を行っている状況に

ございます。全体的なスケジュールといたしましては、この２５日に第２回の総合開発審議会

を開催し、また１月の中旬には、第３回目、基本的な考え方をこの段階でまとめていきたいと

いうふうに考えているところでありますし、２月以降にも、それぞれそれらの対応に基づく総

合開発審議会を行ってまいります。そうした中で基本的な考え方について、２月の下旬頃にパ

ブリックコメントを導入できればというスケジュールで進めているところでありまして、基本
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的な部分としては３月の上旬、要は平成２８年度の予算前に答申をいただきたいというような

ことで作業を鋭意進めていただいているという段階にございます。 

次に、地域振興対策の件でございます。町有施設の有効活用、特に御質問をいただきました

旧新栄小学校と江南小学校についてのご質問でございます。本２校につきましては、平成２３

年に閉校されました。今年で４年を経過するというところでございますが、その間、施設の活

用を関係者と検討してまいったところでありますが、なかなかその活用の方法を見出すことが

できていない状況にあります。このために今般町内の企業の方や個人の方々を対象に地域の振

興を前提とした活用事業を提案実行いただく、そうした事業者を広く募集したところでござい

ます。結果としては応募期限でありました１１月の２日から１２月の１５日までの間には問い

合わせにもとづく応募は１件もなかった状況になっている次第でございます。以上申し上げま

して答弁にかえさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 町長の方から丁寧な御答弁いただきまして、これから私の再質問の方に移らせていただきた

いと思っております。まずＴＰＰ協定の大筋合意の件でございますが、今町長からも御答弁い

ただきましたけれども、かなり情報が数少ないという中、ただその中でもいろいろと少しずつ

解明されてきている状況でございます。もしこのＴＰＰ協定がこのまま発効されますと、この

清里町の地域社会や地域経済においても相当な打撃を受けるということが予測されます。まし

てやいまだにＴＰＰ協定の合意内容の全容が明らかにされてない状況を鑑みますと実際の影響

ははかり知れないのではないかと思われる次第でございます。このような状況の中でＴＰＰ協

定大筋合意という政府の発表に対して、かなり難しい御質問にはなるとは思いますけれども、

町として当面どのように対応していくつもりなのか。町長にお伺いいたしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本ＴＰＰの大筋合意にかかわる今後の対応でございますが、基本的にはこのＴＰＰ交渉とい

うのは、農業だけでなく先ほどもありましたように各分野に広範にわたる協定になってまいり

ますから、具体的な影響が我が町にどれほど起きてくるかという。そしてまた合意の内容も即

関税が削減されるもの、それから１０数年、２０年かけて徐々に削減されるものといろんな内

容が含まれておりますので、一概にこれほどの影響がということにはならないかと思いますが、

産業全般に渡って影響が出てくるだろうという認識いたしております。 

特にその中でも農業、重要農作物。これが全部我が町に該当する項目でありますので、これ

から明らかになっていく段階では相当な影響が出てくるものというふうに推測をしているとこ

ろであります。 



41 

こうした中で、今我が町の家族経営形態として取り組んでいる農業も、今の形でいけるよう

に推移していくのかどうか。そうしたものも含めて大変心配をしているところでございます。

今の段階では、政府が新たにまたその合意等に合わせて影響を限りなく薄めていきたいという

ようなことで関連大綱が出されたところでありますし、そうした内容も、そしてさらには補正

予算でのＴＰＰ対応も予定されて、新聞紙上でも盛んに３．３兆円というようなことで知らさ

れているようでありますが、こうした動向の内容等も十分に見極めていく必要があるだろうと

いうふうに思っている次第であります。当面は、そういうふうな情勢を踏まえ、どういう対応

でどれだけの影響があるのか。そこら辺十分に検証を加えていきながら、今後の対応について

関係機関全体で取り組んでまいりたいというふうに考えるところであります。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 わかりました。確かに大変複雑であり、かつ難しい問題だと思っております。ただ今の町長

のご答弁にもございました。関連対応等々の話もございましたけれども、私がここ最近報道で

すとかまた世論ですとかに対しまして、どうも腑に落ちていない部分がございまして、このＴ

ＰＰ協定大筋合意があたかもＴＰＰ協定の発効が決定されたかのように扱われていることでご

ざいます。あくまで諸外国との協定において国会での批准がなければ発効できないわけであり

まして、ましてや平成２５年４月１８、１９日の第１８３回国会衆参両院での国会決議で、こ

こに４月１９日の衆議院会議録の資料ございますけれども、先ほど町長も国会決議の方を答弁

されておりましたけども、農林水産物も重要品目について引き続き再生産可能となるよう除外

または再協議の対象とすること、１０年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めな

いこと、さらには農林水産分野の重要５品目など聖域の確保を最優先し、それが確保できない

と判断した場合は、脱退も辞さないものとすることというようなこのように国会決議がなされ

ているというわけでございますけれども、ＴＰＰ協定の合意内容のうち、今現段階において情

報開示される情報、開示されている内容の中でも、先ほど町長にも御答弁にもございましたけ

ども、すべての農林水産物の２千３２８品目のうち８割に当たる１千８８５品目で段階的かつ

最終的に関税の撤廃さらには国会決議で聖域確保を求めた清里町の基幹作物にも該当します重

要５品目のタリフライン５８６品目。このうち３割に当たる１７４品目で関税の撤廃となって

おります。既にこの段階で国会決議違反を疑わざるを得ないとそういう状況ではないかと思っ

ております。またさらには、もし今後国会決議違反という判断に至ったときには国会での批准

を強く反対するべきではないのかとそのようにも私は思っております。 

そのような状況の中、新聞報道等によりますと、あえて名前は出しませんが、近隣自治体の

中でもこの国会決議との整合性やまたは合意内容とその影響に関する説明を国の方に求めてい

くといった動きがあるようでございます。先ほどの町長のご答弁にもございましたけども、我

が町も町内の各関係機関や近隣自治体さらには道やオホーツク圏活性化期成会などとの連携を

密にとりながら、この問題が地域社会や地域経済に悪影響を与えさせないよう最善の対応をし

ていただきたいということを申し述べながら次の２項目目の質問の事項に移りたいと思ってお

ります。 
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次に２項目目でございます。第５次清里町総合計画、中間見直しについてでございます。先

ほどの町長のご答弁にもありましたけども、第５次清里町総合計画中間見直しについてですが、

２５日に第２回目ということで、その前には第１回目があったというご答弁でございました。

まずはそのご答弁を聞きまして、本年度の秋口に清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略をつ

くり上げている忙しいさなかに、第５次清里町総合計画中間見直しの作業も同時にしっかり進

んでいることがわかり、少々安心したのと同時にこの作業に携わった委員会メンバー、さらに

は町職員の皆さんに対しまして改めまして御苦労さまですという気持ちを込めまして敬意を表

させていただきます。 

さて、今後改めて総合戦略推進委員会のメンバー１２名が総合開発審議会臨時委員として、

この第５次清里町総合計画中間見直しのメンバーに加わっていくわけでございますけれども、

平成２７年度第６回定例議会の一般質問の中で今後のまちづくりを考えていく臨時委員会の中

に２０代、３０代の若者がいないのは非常に残念であると、そういう質問をさせていただきま

した。その質問に対する町長のご答弁が、総合開発審議会臨時委員の枠に３名ほど余裕がある

ので、バランスを見ながら検討したいとのことだったと記憶しておりますが、その後どのよう

に検討されたのか町長にお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず１回目のＴＰＰ国会決議に対するそれぞれの取り組みであります。私も先ほど申し上げ

ましたように、今回のＴＰＰの大筋合意、特に農産５品目に対して聖域を守るとした国会決議

が本当に遵守されたのかどうか、私も疑問に感じている者の一人であります。首長も北海道内

ほとんどがそうではないかというふうに理解をするところでありますし、またオホーツク管内

の町村会においても、そういう意見が出されておりまして、内容を含めながらも、そしてなお

かつ影響を排除するような部分での要請活動についても今後取りまとめをしながら進めていく

というようなことで、先に町村会からもそういう指示が流れたところもございますんで、そう

いう方向に沿って我が町としても先頭に立って頑張っていきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

次に、第５次総合計画の中間見直しに関する進捗の関係でございます。さきほども説明をさ

せていただきました。２５日に第２回の総合開発審議会を開催させていただきます。その後、

第３回を１月の中旬ということで予定をいたしておりまして、当然この第５次総合計画には、

現在進めているまち・ひと・しごとの地方創生の総合戦略へ流し込みをしていかなければなら

ないということから、委員さんにつきましては、もともと総合開発審議委員としての条例上、

委員さんが１５名。それから臨時委員をおくことができるということで１５名。前の段階でも

御説明をいたしましたが、その中にまだ余裕があるといいますか定数からいくと余裕があると

いうことの中に、若い人方の意見を聞く場を設けるということを御答弁申し上げたところであ

りまして、第３回の総合開発審議会の段階から、その方々を入れながら審議を進めていくとい

うことで、今事務的に段取りをし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。以上であります。 



43 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今の町長のご答弁にもありましたけれども、その若い方が入っていく方が今後の町づくりの

ためにとても良いというふうに思っておりましたので、少々安心しました。ただその前回、一

般質問の町長のご答弁の中にありました、バランスという部分でございます。何人か入れれば

良いとか、僕も具体的な数字はちょっと自分では出せませんけれども、今までの経過を申し上

げますと、５年前、今回この第５次清里町総合計画策定審議会の５年前につくったときの委員

会のメンバー１５名。そのうち実は２０代そのとき１名なんです。それ以外の１４名は５０代

以上だったんです。さらに臨時委員会のメンバー１５名のうち３０代が３名、そして４０代以

上が１２名で合計３０名。先ほど町長もおっしゃられていましたが、合計３０名いる中で２０

代及び３０代が４名しかいなかったっていう状況でございます。この段階でもかなりバランス

が悪いかなと思っておりますが、先ほど臨時委員会のメンバーが変わって町長は若い方を入れ

られると検討するということでございましたけれども、仮にしなかった場合には３名の余裕が

ありますので、２７名中２０代が０名、３０代が１名という形になって、さらに４０代２名と

いうことでございます。さらにバランスが悪くなっているという状況も鑑みていただきまして、

１月の第３回ですか。間に合わせるような形で人選をしていただきたいと思っておりますので

よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 臨時委員の関係でありますが、臨時委員につきましては基本的には、まち・ひと・しごと創

生にかかわる推進委員会の委員さんをもって臨時委員にそのまま加えていくという予定であり

まして、その推進委員さんの部分での不足といいますか、余裕分で委員会の構成をしたいとい

うことで考えておりますので、若い方々から３名ほど追加をしていきたいということで進めて

いるところでございます。そういう年齢的なバランスも必要でありますけれども、やはりいろ

んな団体の代表の方でいろんな御意見をお持ちの方々がいらっしゃるわけでありますんで、そ

ういう方々とのバランスを見ながら、どうしてもそういう組織の代表の方々ということになる

と、ある一定経験年数を持たれた方がどうしても多くなるということもありますが、これはそ

の人の個人の意見でなくて、組織の代表としていろんな意見をいただくことになるわけであり

ますので、そういう面においてもご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君） 

 丁寧な説明ありがとうございます。ただ私も再度しつこいようですけれども、どうしても伝

えておきたいと言うことでございまして、前回の一般質問のときにも申し上げましたけれども、

現在この町には農協青年部や商工青年部はもとより毎年のように全道大会に勝ち進んでいる４

Ｈプライスクラブ、郷土芸能の竜神太鼓を復活させた連合青年団、新たな観点からまちおこし

を行っているゆいまーるや地域盛り上げ隊。などなど他の市町村と比較してもかなり活発な行

動を行っている２０代、もしくは３０代の若者ものがたくさんおります。この活発な若者のエ

ネルギーを今後のまちづくりの計画の中に参加させていていかないのは、町にとってもかなり

の損失であるというふうに私は思っておりますので、ぜひ何とかそういう若い力を借りて、今

後より良いまちづくりを行っていただきたいなというふうに思っております。 

次の第３項目目の質問に移させていただきます。先ほどの町長のご答弁中で、町有施設の有

効活用のことなんですが、旧小学校施設有効活用の公募に対する応募がなかったということだ

ったのですが、今後、この公募範囲を町外まで広げる考えなのでしょうか。町長にお伺いいた

します。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず１点目の関係であります若い力を活用したまちづくりの参画をということでございます

が、当然そういう中を鑑みながら進めてまいりたいというふうに思っておりますが、今回の委

員の関係については、既にもうスタートをした部分でもございます。これらのまち・ひと・し

ごとの創造戦略を策定するにあたりまして、各方面でのいろんな懇談会も実施をさせていただ

きましたし、またセミナー等を通じながらも内容の周知と御意見をお伺いしたという経過がご

ざいます。そういう中にはかなり若い人方が参画をいただいていろんな意見も多くいただいて

きましたので、そして意見を踏まえながらこの内容として、具体的な政策の展開にはそれらの

意見につきましても十分散策をし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理解

をいただきたいというふうに思います。 

また次の学校施設町有施設の有効活用の関係でありますが、先ほども答弁申し上げましたと

おり、この１２月１５日までには、１件の応募もなかったということであります。しからばし

たら次の対応をどうするかということになってくるというふうに思ってございます。この関係

どうしていくか。これから具体的に詰めていきたいなと町外に募集する方法もありますし、リ

スクもそのかわり出てきます。そういう管理ができるかどうかという部分も含めて、また財産

を処分することになるとかいろんなこともありますから、所管の委員会とも十分考え方を整理

しながら相談をさせていただければというふうに考えている次第でもございます。 

現実問題としてあの施設を売らなきゃ何もできないとかそういう考え方を持っておりません。

ただ活用する良い方向があって地域の活性化につながっていくんであれば、町内の方も町外の

方も問わずそういう利用があるんであればという思いをいたしておりますが、買ってもらわな

きゃならんとか、処分をしなきゃならんということでなくて、そういう流れの中でどういうふ

うにしていくか多くの町民の皆さんの御意見も聞きながら進めていく必要があるのかなという
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ふうに思っている次第でもございます。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 小学校の施設の有効活用という部分でございます。今の町長の答弁の中にもございました。

私もある意味同じような考え方でございます。町外の公募もそれなりにはあるのではないのか

なと思ってはおりますけれども、町長おっしゃったとおりであり、ある意味リスクを伴う反面

も多少などもあると思っております。今ちょっと安心したんですけども。 

もともと今町長から冒頭、御答弁いただく前までは、ちょっと疑問に思っていたことがござ

いまして、今回のこの旧小学校施設の有効活用。これが必ず事業展開を目的としなければなら

なかったのかなというふうに思っておりました。ただ今町長の方からそうではないんだという

ご答弁いただきましたので、この部分は安心しているところでございます。 

その話につながっていくわけでございますけれども、最近いろいろな町民の方々からこの旧

小学校施設後、事業展開を行う事業者に貸し付けるのではなく、そのまま町の施設として有効

活用を考えてもらえないだろうかという声をたびたびお聞きしている状況でございます。例に

あげさせていただきますと、例えば旧小学校体育館の床を剥いで土がでている状態にして、雨

天時や冬期間でも使用できる全天候型の運動場として使用させてもらえないかという意見も多

く聞こえます。他町村にもそういう施設ございますけれども、そういう施設に生まれ変れれば、

冬期間例えばですけども旧文化センター体育館やパパス等の室内ゲートボール場で野球の練習

を行っている小学生や中学生も、年間を通して土の上で練習できることになりますし、野球だ

けではなくサッカーや例えば陸上部の練習など全天候型ということで使えるのではないかとい

うふうにも思っております。また、先ほど違う方の一般質問のご答弁にもございましたけども、

町長や教育長も参加されました清里中学校の地域提言発表会。そこでの意見としても出ていた

と思いますけれども、旧小学校の体育館を今度は逆にそのまま床を剥がずに、ちょっとした遊

具や最近注目されておりますロッククライミングなどの設備を軽微に備えるなどすれば、中標

津町にございます夢の森公園内にある小さいお子さんでも遊べる全天候型の運動場として使用

できるんではないかという提言も多く聞こえてきております。 

このような施設をさらに新たに建てるということになりますと、相当な建設費がかかります。

しかしまだまだ使用できる町有施設を少々改装するだけで、そこまでの建設費用をかけず、町

民の皆様に対しましての有効活用できるのであれば、ぜひ検討するべきではないかと私は思い

ますが、町長はどのようにお考えになりますか。お伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町有施設の有効活用ということでの御質問でございますが、いろんなやり方があるのかなと

いうふうには思っております。現状問題として、全天候の床を抜いて土間にして活用する方法
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だとか、現状のままで少々手を入れれば活用できるかとか、基本的に旧体育館でありますから

それなりの広さと高さがありますので、利用の仕方によってはいろんな面で利用は出きるんだ

ろうというふうに思っております。現状問題として年間を通した活用ということになっていく

のか、いろいろ交流の形態があるんではないかなというふうに思っております。 

今の御質問の中で町民の皆さんからいろんな意見があるということもお伺いしましたので、

改めてそういういろんな組織団体がございますから、そこら辺活用を考えているのが、私ども

の方にはまだ聞こえてきていないというのが実態でもありますので、改めてそういう調べをし

てみたいなというふうに思っております。中標津の夢の森だとか私も利用して良い施設だなと

いうのは実感をしております。孫を連れて行って遊ばせたりしましたので、そういう実感はし

ておりますけれども、現状はあそこと大分内容が変わってきますから、管理運営の方法も相当

しっかりしたものをやっていかなきゃということもありますし、そういう中でどれだけ需用を

生み出すことができるかという部分も含めて、十分に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。今すぐそれを検討に入りますとか、そういうことは到底言える話じゃあ

りませんけれども、そういう利用の仕方もあるということについては頭の中に入れながら、い

ろんな方法、せっかくある施設ですから、もし使えるんであれば使っていただく方が。壊して

しまえば０ですから。それを考えながらやらなければならないというふうに思っております。 

ただ以前から申し上げておりますようにずっと検討でというわけにもいかないなと。どこか

の段階では最終的な判断が必要になってくるんだろうというふうなことも考えております。新

栄小学校、江南の小学校の後の体育館施設、それから実際に当初の目的どおり使われていない

というのは、札弦のパパス、ゲートボール場の関係。それからゲートボールとして主に使われ

ていますけども、旧高校のトレーニングセンターの横の施設。これらの４つの体育館施設があ

りますから、それを全部残すが良いのか。また今言われたような形である程度整理をしながら、

方向性を見つかったものについてやっていくのか。いろいろ検討をしていかなきゃならんと思

っております。これについてもしっかりと内部検証を行いながら、具体的な展開ということに

なる段階では、所管の委員会と十分相談をさせていただきたいというふうに考えてございます。

以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今町長からご答弁いただきましたけれども、確かに今すぐどうこうと言うことは、町長もな

かなか難しいとこういう御答弁でございますけれども、でもあえて言わさせていただきますけ

れども、逆に考えれば、今使ってない状況とさほど手をかけずに使えるのであれば早急にでき

るものはやってみる。そういう検討はするべきではないかと思っております。 

確かに運営管理いろいろ経費なども含めまして、まだまだわからない部分があると思います。

ただ、そういうものも逆に言ってしまえば、やらないと出てこないというものと思っておりま

す。まずはやってみる。何かいろいろ手をかけ、お金をかけないとできない物であれば、まだ

しもそこまでならないものだと僕は思っておりますので、まずは所管の方でいろいろ話しして

いただいて、まずやってみる、やっていたら３～４年経過を見ながら、かかった経費または今
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いろんな諸問題と等々出てくると思いますので、そこをまた検討していくと。何も使ってない

んですから。何か今使っているのであれば難しいですけれど。使ってない状況であれば僕は使

うべきではないかというような検討していただきたいと節に願っているものでございます。 

もう１つ、今回は町有施設ということで、旧小学校の施設の話をさせていただきましたが、

今度は町全体の町有施設についてございます。実はこれもよく町民の皆さんから聞かれるんで

すけれども、清里町の体育施設いろいろございます。その中でテニスコート場の利用率の件で

す。ちょっと調べてみたんですけれども、大きく分けまして１０施設の体育施設ございますけ

れども、その中でテニスコート以外の町有体育施設の年間利用者数が、平成２１年度まで遡っ

ても軒並み４桁を切らない状況でございます。大変よく使われているなと思って感心している

ところでございます。ただテニスコート場に関しては、ずっと３ケタ台という形で推移してい

る状況でございます。イレギュラーですけれども、平成２５年に至っては１４名という、かな

り寂しい状況でございます。現在コート４面のうち一面のさらに半分をゲートボール場として

利活用をしていると思いますが、昨年度のテニスコート場の総利用者数４０６名。そのうち、

テニスコート利用者が６５名。本年度のテニスコート場の総利用者数ではちょっと把握できて

ないんですけれども、そのうち本年度のテニスコートを利用者数。今年はさらに下がって３０

名。さらにこのうちの半数以上が実は町外利用者ということになっております。せっかくの町

有施設でございますし、町民の皆様にもっと幅広く利用してもらうということを検討してはい

かがなものかと思っております。 

これもまた町民の方々からいただいた一部アイデアですが、もともとテニスコート場ですの

で今使われている残り３面ですか。３面のうち２面をテニスコート場として残し、１面をテニ

スコートとの間にネットなり金網などを張ったりして、フットサル場として利活用したり、ま

た、テニスを楽しんでいても小さなお子さんを安全に遊ばせておけるスペースとして利活用で

きるようにしてはどうでしょうかというような御意見がありますけども、町長どのようにお考

えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でありますが、まず１点目の体育館施設の活用の関係であります。先ほど

も答弁申し上げましたように町民の中でも利活用についてのご質問等があるということであり

ます。私どもにまだ届いてない部分がたくさんありますので、いろんな機会を通じてそういう

意見集約をしながら、どういう活用の方法が最も良いかどうかを十分検討させていただきたい。

要は需要の中身をまずは調査させていただきたいというふうに思います。 

それから、町有施設、主に体育施設の利用の中でありまして、現在の町有テニスコートの利

用の関係であります。今委員が御指摘のとおり、極めて利用の実態は悪いというのも事実であ

りますし、特に御指摘をいただきました２５年の時には１４人と急激な減少をいたした次第で

もあります。これは高校の部活にテニス部があって、町民の皆さんもお使いいただきましたけ

れども、高校生の部活で使われた部分がすごく多かったのですが、この年に廃部になりまして、

ドンと落ちてしまったというのが実情であります。そしてその次以降は遊ばしておいても草が
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生えるだけということで、できる範囲での御利用をいただいてきたというのが実情でございま

した。 

そんなことで利用形態が変わっておりますけども、実際はテニスコートとしての整備をした

わけですから、テニスコートとして使うんであれば、整備がある程度きちっとする中での利用

となっていくのが最も妥当なんだろうというふうに思っております。基本的に教育委員会管理

の施設としてやっていただいておりますので、教育委員会の方とも十分相談をさせていただき、

まずはテニス人口をもう一度掘り起こすところから始めていくのが順当なところかと思ってお

りますんで、そこら辺のお気持ちを含めて、教育委員会のほうと十分に連携をとっていきたい

なと思っております。また授業等で場合によっては起きる可能性もありますんで、そこらへん

も鑑みながら進めていければというふうに思っているということもございます。いずれにしろ

そういう中身の精査をしながら、なるべく遊休の施設にならないような利用の仕方、いろんな

先ほど提案をいただいたフットサルだとか、いろんな御意見をお持ちの部分もあろうかと思い

ますが、どういう姿が一番有効的に活用できるか、そして今の施設の中でやれる範ちゅうはど

うなのかという部分も十分に検討をしていただきながら進めていければという思いをしており

ますので、今後教育委員会と十分連携を図ってまいりたいというふうに思っております。 

テニスはクラブでの活用と言いましたが、授業があったんだそうです。それがなくなったと

いうことでクラブそのものも今はないんだろうというふうに思っておりますが、授業で使って

いた部分がなくなったということでありますので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今、胸のつかえがとれたというか。１４名っていうのはすごいなと思っていたんで。授業が

無くなったということで理解いたしました。 

今の町長からのご答弁もございましたけども、いろいろと町有施設に対して、いろんな有効

活用。遊休にしておくにはもったいないという思いは私も町長も一緒であると思いますので、

それで先ほどの旧小学校ですか。体育館の施設の有効活用の件もそうですけれども、今言った

テニス関係もそうですけども、こういうことをいろいろ行っていくことによって、子育てのし

やすいまちづくりにもつながるというように私は思いますし、また先ほど来でております第５

次清里町を総合計画の中の第６節生涯スポーツの振興そこの主要政策の中にございます町民が

自発的自主的にスポーツ活動に親しむ契機や場の提供ということを町も考えていくということ

にもつながっていくと思いますので、ぜひ今言ったことを検討していただきたいと思っており

ます。 

時間もきますので最後になりますけれども、今日御質問、ご提案させていただいたことを前

向きに、検討していただけるということを切にお願い申し上げ、私からの一般質問を終わらせ

ていただきます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問をいただいたそれぞれの施設の有効活用ということでありますが、新栄小学

校、江南小学校閉校になってから４年を経過したわけであります。そうした中で今までも良い

活用の方策ということで進めてまいります。町としては地域づくりやまちづくりになるもので

あれば、特に産業でないととか、文化でなきゃならんだとかそういう考えではなくて、広くそ

ういう中から利活用の方向がとれてくればというふうに考えているところでございますので、

御意見をいただいた内容を十分参酌しながら、それだけの需要と内容が伴ってくるかどうかも

含めて、これから検討をさせていただきたいというふうに思うところでございます。 

ただ利用ということになれば、当然そのままで使える場合もありますし、やはり一部手直し

をしなければならない。それと維持管理費をどう見ていくのかということも念頭に起きながら、

やっていかなければならないというふうに考えてもおりますので、そういう部分についてもど

ういう対応ができるのか。利用者の負担はどうするのか。そういう部分も詳細に詰めていく必

要があるというふうに考えております。 

ただせっかくある施設ですから壊すと０になりますので、そこを壊すまでには慎重にどうや

っていくか考えていく必要があるだろうと。そして今ある施設で利活用が余り行き届いてない

ものについては、活用ができる方策としての利用の手法についても十分に検討を加えていきた

いと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。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで伊藤忠之君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。 

 

 

●日程第９  議案第５２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 議案第５２号 清里町税条例等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。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま上程されました、議案第５２号清里町税条例等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。 

今回の条例改正は、平成２７年の地方税法等の改正に伴い、清里町税条例及び清里町税条例

の一部を改正する条例。平成２７年条例第１３号の一部を改正するものでございます。 

今回の改正の１点目は、猶予制度の追加でございます。平成２７年度税制改正において、平

成２６年度の国税の猶予制度の見直しを受け、地方税法においても猶予制度についての改正が

行われたところでございます。地方税法の改正は、国政の改正を踏まえておりますが、地方分

権推進の観点や地域の実情を踏まえ、猶予に係る担保の徴収基準など一定の事項については、

各地域の事情等に応じて条例で定めるものとされたことから清里町税条例に猶予制度に関する

規定を追加するものでございます。 

２点目は、番号制度関係でございます。省令の改正により様式が変更されたため提出者の個
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人番号又は法人番号を記載されるための改正を行うものでございます。それでは別冊の審議資

料の新旧対照表によりご説明申し上げますので審議資料の１ページをお開き願います。審議資

料の１ページから９ページには新旧対照表により改正箇所にアンダーラインにより示しており

ますが、左側の改正後の条例について説明申し上げます。１ページから５ページまでは、第１

条関係清里町税条例の一部改正でございます。現行条例では第８条から第２案１７条までが条

文が削除されておりますので、新たに第８条から第１２条として猶予制度に関する規定を加え

るものでございます。第８条では第１項から第５項まで、徴収金の猶予をする場合における町

の徴収金の分割納付または分割納入の方法について規定するものでございます。２ページをご

覧ください。第９条では第１項から第７項まで徴収の猶予を申請する場合の手続等について規

定するものであり、法の規定に基づき条例で定めるべき事項及び書類等について定めるもので

ございます。４ページをご覧ください。第１０条では、第１項から第３項まで職権よる換価の

猶予の手続等について規定するものでございます。第１１条では、第１項から第７項まで、申

請による換価の猶予の申請手続等について規定し、財産の換価の猶予時間は、６カ月とするも

のでございます。５ページをごらんください。第１２条では、担保の徴する必要がない場合に

ついて規定するものであり、担保の必要のない場合は、猶予を受けようとする金額が１００万

円以下または猶予を受けようとする期間が３カ月以内または特別な事情があると認められる場

合とするものでございます。第１３条から第１７条は現行条例と同様に削除のままとするもの

でございます。 

続いて５ページの下から３行目から８ページまでは第２条関係、清里町税条例の一部を改正

する条例の一部改正であり番号制度関係の改正でございます。行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律、通称マイナンバー法の施行を受け、地方税法で施

行規則の一部を改正する省令の改正により、申告書等の各種様式が変更され、個人番号等の記

載欄が設けられたため提出者等の個人番号または、法人番号記載させるため必要な改正を行う

ものでございます。 

８ページをごらんください。附則につきまして、第１条で、施行期日を、第２条で、徴収猶

予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に係る経過措置を定めるものでございま

す。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 
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 これから、議案第５２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５２号 清里町税条例等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１０  議案第５３号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 議案第５３号 清里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第５３号清里町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく、個人番号の利用に関する条例の制定について提案理由の

ご説明を申し上げます。 

本条例の制定につきましては、いわゆる番号法の規定に基づき個人番号を利用することで、

事務処理の効率化及び手続の利便性が向上する事務に関し条例で定めるものでございます。議

案書を１枚お開きください。第１条では本条例の趣旨。第２条ではこの条例における用語の意

義。第３条では町の責務を定めてございます。第４条では、個人番号の利用範囲について定め

るものであります。法第９条第２項に基づく条例で定める事務として、次のページ以降に別表

第１、別表第２、並びに番号法の別表第２に掲げられている項目を事務とし、事務を処理する

ために利用できる情報については、別表第２に掲げられている特定個人情報とするものでござ

います。 

次のページをご覧ください。第５条は委任について定めるものでございます。附則につきま

しては施行期日を定めるものであり、以下、別表第１、次のページの別表第２につきましては、

先にご説明いたしました第４条の個人番号の利用範囲に関する規定をしたものでございます。  

以上で提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 
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（「討論なし」との声あり） 

  

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５３号 清里町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

●日程第１１  議案第５４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 議案第５４号 斜里岳山小屋の指定管理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（二瓶正規君） 

 ただいま上程されました、議案第５４号斜里岳山小屋の指定管理者の規定について。提案理

由のご説明を申し上げます。 

本件は、下記施設の指定管理者を指定することにつきまして、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

それでは、指定管理者を行う施設の名称は斜里岳山小屋で、所在は清里町字江南８７２番地

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

観光協会会長 川筋守でございます。指定の期間は平成２８年４月１日から平成３１年３月３

１日まででございます。 

 以上で、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 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（田中誠君） 

 起立全員です。したがって、議案第５４号 斜里岳山小屋の指定管理の指定については、原

案のとおり可決されました。 

 

●日程第１２  議案第５５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第５５号 パパスランド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（二瓶正規君） 

 ただいま上程されました、議案第５５号パパスランドの指定管理者の指定について。提案理

由のご説明を申し上げます。 

本件は、下記施設の指定管理者を指定することにつきまして、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、議会の議決を求めるものである。指定管理者を行う施設の名称はパパスラ

ンドで所在は、清里町字神威１０７１番地４でございます。指定する管理者の名称は、清里町

字神威１０７１番地 有限会社パパスさっつる代表取締役藤田二郎でございます。指定の期間

は平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まででございます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５５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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５５号 パパスランド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１３  議案第５６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 議案第５６号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第４号）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（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第５６号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第４号）に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 

 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それぞれ７千４３５万７千円を追

加し、予算の総額を４６億４千４９８万とするものでございます。第１条第２項につきまして

は後程事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条の債務負担行為の補正につきましては

議案書を３枚お開きいただきたいと思います。第２表債務負担行為補正につきましては、パパ

スランドの指定管理業務及び斜里岳山小屋の指定管理業務について、期間、限度額を記載のと

おり追加で定めるものでございます。また、清里町管理の道路橋梁及び河川の指定業務につき

ましては、限度額を変更するものでございます。 

それでは、歳入歳出予算補正予算の内容についてご説明申し上げますので、初めに今回補正

提案させていただく主な事業の内容について御説明申し上げます。別冊の審議資料を御用意い

ただきたいと思います。審議資料の１０ページをお開きください。補正予算の主な事業につい

てご説明します。なお補正額内の上段の括弧の数字につきましては、補正後の当該事業の予算

総額でございます。 

２款総務費、職員福利厚生費、職員住宅改修事業につきましては、職員の住環境等を図るた

めに職員住宅１棟２戸を改修するものであり、事業費１千３４６万円を計上するものでござい

ます。３款民生費、老人福祉費ケアハウス建設工事基本設計業務委託事業につきましては、ケ

アハウス建設工事に係る基本設計業務として９８０万円を計上しております。４款衛生費、各

種医療対策費、国民健康保険事業特別会計繰出事業及び後期高齢者医療特別会計繰出事業につ

きましては、各特別会計の事業執行に伴い、繰出しを行うものであり、国民健康保険事業特別

会計繰出金３千１８１万２千円。後期高齢者医療特別会計繰出金１１０万５千円を計上するも

のでございます。各事業における財源内訳のうち国庫支出金及び道支出金は保険基盤安定負担

金でございます。保健福祉総合センター費の保健福祉総合センター非常用放送設備等更新事業

につきましては、入所者等の安全を図るために老朽化した非常用放送設備等の更新費用として、

４６４万１千円を計上するものでございます。６款商工費、観光振興費の緑清荘施設修繕事業

につきましては、経年劣化した施設の修繕に要する費用として４５１万円を計上するものでご

ざいます。９款教育費、教育振興費の教師用指導書等購入事業は、平成２８年４月から使用開
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始となる中学校教科書の改訂版にかかる教師用指導書等の購入する費用として、１２４万５千

円を計上してございます。学校給食センター費、給食センター食器等購入事業につきましては、

清里高校への給食提供を行うにあたり、必要な食器等の購入する費用として１９８万円を計上

するものでございます。１２款災害復旧費、１０．８災害復旧事業費の道路等災害の復旧事業

及び農地災害復旧事業につきましては、事業費の確定に伴い、道路等災害弱者事業におきまし

ては２５０万円の減額。農地災害復旧事業におきましては４８８万１千円の増額措置をするも

のでございます。 

それでは続いて事項別明細書により、款項区分による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。４ページ

をお開きください。歳出より説明申し上げますが、審議資料において御説明申し上げました事

業につきましては説明を省略させていただき、特異的な事項のみご説明を申し上げます。また、

特定財源の内訳につきましても、詳細費目が記載されておりますので省略をさせていただきた

いと思います。なお、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ます。 

２款総務費、１目財産管理につきましては、寄附金５１万円を積み立てするものでございま

す。１３目職員福利厚生費につきましては、先に審議資料でご説明いたしましたので省略をさ

せていただきます。１４目総合庁舎管理費につきましては、電算室に設置しています。エアコ

ンの更新に伴う設備改修費用として９０万円計上するものでございます。５ページの３款民生

費、４目老人福祉費につきましては、先に審議資料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。４款衛生費、３目各種医療対策費につきましては、審議資料にてご説明いたし

ました国民健康保険事業特別会計繰出事業及び後期高齢者医療特別会計繰出事業、並びに平成

２６年度養育医療費確定に伴う国庫負担金の返納金１１万８千円。合わせまして３千３０３万

５千円を計上するものでございます。５目、保健福祉総合センター費につきましては、先に審

議資料に出て御説明いたしましたんで省略させていただきます。６ページをお開きください。

５款農林水産業費、２目農業振興費５１万５千円につきましては、新たな気象情報システムに

移行するため、ＰＣ端末データ閲覧システム構築に要する費用４９万７千円及び環境保全型農

業直接支払交付金の支援対象面積の増に伴う経費１万８千円を計上するものでございます。５

目道営整備事業費、７５万円につきましては、道営農地整備事業清里地区の事業費増額に伴う

負担金でございます。６款商工費、２目観光振興費７ページの９款教育費、３項中学校費一目

教育振興費及び５項保健体育費、５目学校給食センター費並びに１２款災害復旧費、１目１０．

８災害復旧事業費につきましては、先の審議資料にてご説明させていただきましたので省略さ

せていただきます。 

それでは歳入についてご説明申し上げますので、１ページにお戻りをいただきたいと思いま

す。先の審議資料における説明、及び事項別明細書の歳出における特定財源内訳においても、

詳細費目が記載されておりますので総括表で概要のみ申し上げます。１３款国庫支出金、１４

款道支出金２０款基金が特定財源であり、９款地方交付税につきましては、一般財源として所

要額を補正するものでございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 一般会計補正予算提出されたんですけどもその中で総務費に関するところの職員住宅の改修

事業について少し質疑をしたいと思います。今回の職員住宅の改修ということで２棟およそ１

千４００万円の計上をされているわけですが、これに関する質疑で、まずこの網走管内の職員

の採用試験これは何月に行われているのか、また当町について来年職員３名採用すると決まっ

たのは、何月なのか。こういった問題で、１２月の８日の常任委員会で初めて、この職員住宅

の改修事業という件が提出されたんですが、なぜこのぎりぎりになるまで委員会に提案がなか

ったのか。まずその理由をお伺いしたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 まず１点。今回改修する住宅は、１棟２戸ということでございますので御理解をいただきた

いと思います。それと職員の採用の関係の御質問かと思います。職員の採用につきましては、

管内の町村会が実施をしているという状況でございましてまず、管内の統一試験ということで

１次試験がございます。その後合格者について、第２次面接ということで、当町で行うもので

ございます。その後採用等々の内定をしていくという状況でございまして、本年度につきまし

ては、１０月の末に明年度の職員の採用という形で内定をさせていただいているという状況で

ございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

まず、１０月の末に決まったということでありますけども、この昭和３７年に建設されたそ

の物件が丸５３年経っているわけですが、今回の基礎部分と梁はそのまま使用するというふう

に説明がありましたけども、解体というのはある程度解体部分が進まないと基礎部分とか梁と

かですね。そういった部分について、使えるものなのか。ためだろうか。外側から見て判断が

なかなかつきづらいというふうに思いますけども、これは最終的に進んでいく中で、使用でき

ないじゃないかというふうになったときにどういうふうに考えておられるのか。その辺いかが

ですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今の御質問でございますが今回回収する建物につきましては５０年等々の年数がたっており

ますが、私どもとしまして現地、現場を確認しながらも活用できるという判断の基で行って今
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回改修させていただきたいと考えてございますし、構造体であります基礎等については損傷等

ないという判断をしているところでございます。 

しかしながら今委員のご質問のとおり、一部損傷等とも見受けられる場合もあろうかという

ふうに考えてございますがその場合については、今回提案させていただいている修繕事業の中

で、現場において対応していきたいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 先ほど課長が１０月の末に職員の採用ということが決まって、そのうちに住む場所というこ

とで、今回の提案というだったと思われますけども、実は１０月の末から委員会等がですね。

１２月までに３回あったわけですよ。その段階ではすぐ行政側も出せなかったということにあ

ろうかと思いますけども、これを完了して進めるためには、いち早い委員会の招集が必要であ

ったんではないかなというふうに思いますけども。臨時的な委員会の招集も一切ありませんで

したし、この定例議会前の１２月８日まで、そういった話が全然聞こえてこかなかったのは、

本当に私としてはどうかなというふうに思っておりました。また今回のこの補正予算の中には

ケアハウス基本設計、また台風２３号によります農地の災害復旧事業とかたくさん大事な補正

予算が多くはいっております。こういうふうな提案の仕方で本会議の前に、ぎりぎりというふ

うなことを踏まえた場合に、こういったことによって補正予算等、全体が否決されるような空

気、流れにならないためにも今後、常任委員会の中において十分時間をつくって審議されると

いうことがベストではないかと私は思いますけども。その辺は課長自体がどういうふうに考え

ておられるかお伺いしまして３回の質疑を終わらせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今回の提案でございますが先ほど御報告させていただいたとおり職員の採用等の内定、確定

が１０月の末ということでその後委員会におきましては私の記憶では１１月の１８日ございま

した。ただ今回の提案する内容について、準備等々に時間を要したということで１２月の８日

になってしまったという状況でございます。今後は、今議員さんの御意見を拝聴しながら十分

委員会等で協議を行うような対応について努めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他、よろしいですか。それではこれで質疑を終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５６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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５６号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第４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５７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 議案第５７号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今上程されました、議案第５７号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ４千７６０万円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ９億３２万４千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、別冊の事項別説明書に明細書により後ほどご説明申し上げます。 

今回の補正は、保険給付費の給付実績及び見込みに基づき、歳入歳出において所要の補正を

行うものでございます。それでは平成２７年度補正予算に関する説明書国民健康保険事業特別

会計事項別明細書の１１ページをお開きください。歳出よりご説明いたします。２款保険給付

費、１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費では、補正額４千２００万円。３目一般被保険

者療養費は、補正額８０万円。療養諸費計で、補正額４千２８０万円。２款保険給付費、２項

高額療養費、１目一般被保険者高額療養費で補正額４８０万円。合計４千７６０万円につきま

しては、本年度の医療費等の給付実績の増加により、今後の見込みにより増額補正するもので

ございます。 

歳入についてご説明いたしますので、１０ページにお戻りください。一般財源であります１

款国民健康保険税で、補正額５００万円。特定財源であります３款国庫支出金で、補正額は１

千２５万１千円。４款療養給付費交付金５３万７千円、９款繰入金３千１８１万２千円。合計

４千７６０万円を補正するものでございます。 

以上で提案理由の説明といたします。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５７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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５７号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第５８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１５ 議案第５８号 平成２７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（河合雄司君） 

 ただ今上程されました、議案第５８号 平成２７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１１０万５千円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ６千６４７万４千円とするものでございます。第１条第２第２項

につきましては、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、今年度の保険基盤安定負担金の確定に伴い補正を行うものでございます。そ

れでは平成２７年度補正予算に関する説明書、後期高齢者医療特別会計事項別明細書の、１４

ページをお開きください。歳出からご説明いたします。 

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１１０万５千円

につきましては、確定した保険基盤安定負担金納付のため増額補正をするものでございます。

歳入金につきましては上段でお示ししているとおり特定財源であります４款繰入金１１０万５

千円を補正するものでございます。 

以上で提案理由の説明といたします。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５８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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５８号 平成２７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１６  議案第５９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 議案第５９号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第５９号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

３号）につきまして、提案理由の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６５万５千円を追加し、予

算の総額を１億２千２９７万２千円とするものであります。第２項につきましては、後ほど別

冊の事項別明細書により御説明申し上げます。 

今回の補正は、販売促進に向けた旅費及び瓶詰製造ラインのポンプ購入の経費の補正を行う

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焼酎事業特別会

計事項別明細書の１６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２７万１千円の増額は、販売促進に係る旅費分として増額補正するものです。２款製造費、

１項製造管理費、１目醸造費３８万4千円の増額は、焼酎醸造事業費で焼酎瓶詰め製造にかか

る備品購入費として増額補正するものであります。 
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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。１款財産収入につきましては、焼酎販売数量の増加により収入見込額

６５万５千円を増額補正するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５９号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７  意見案第１１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１７ 意見案第１１号 ＴＰＰ合意内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書に

ついてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 産業福祉常任委員会提出の意見案第１１号を説明します。意見案第１１号、ＴＰＰ合意内容

の徹底した情報公開と検証を求める意見書。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２７年１２月１８日提出。清里町議会産業福祉

常任委員会委員長 前中康男。 

次のページをお開きください。ＴＰＰ交渉は１０月５日に米国アトランタの閣僚会合におい

て大筋合意に至ったと政府の合意内容によると、農林水産費は全体の８割が即自もしくは段階

的関税撤廃の対象となり、聖域とされた米や麦、牛肉、豚肉、乳製品、砂糖、でん粉の重要５

品目についても３割が関税撤廃となっている。しかも、関税が残った重要品目も無税または低
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関税の特別輸入額が設定されるなど、我が国において、かつて経験したことのない高い水準の、

農畜産物市場の開放がなされる結果となっている。ＴＰＰは、関税など物品市場アクセスだけ

ではなく、食の安全安心や投資、サービス貿易金融サービス制度というのです。知的財産など

の分野にまたがる広範な経済連携協定にあるにもかかわらず、政府は守秘義務を盾に情報の開

示や国民的議論が一切なされぬまま、合意＝批准が既成事実かのように、国内対策の議論を進

めている。しかしながら、徐々に公表されつつある合意内容をみると国会決議違反と言わざる

を得ない農産物関税の扱い、さらには衛生植物検疫措置や医療制度、ＩＳＤＳ条項など、国民

の暮らしにかかる懸念事項に関しても、疑念は完全に解消されていない。よって政府において

は、国会における承認手続に入る前に交渉過程を含めた徹底した情報公開を行い、ＴＰＰ合意

内容の全容と影響などについて、国民各層に対する説明責任を果たすこと。また国会において

は、衆参両院の農林水産委員会における国会決議との整合性について真摯に徹底した検証を行

うこと。その結果、国会決議に違反すると判断された場合は速やかに、ＴＰＰ合意を撤回する

ことを強く要望する。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（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採択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（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第１１号を、採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第１１号 ＴＰＰ合意内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書に

ついては、原案のとおり決定されました。 

 お諮りします。ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等については、そ

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

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 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

委任にすることに決定しました。 

 

 

●日程第１８  発議第６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１８ 発議第６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（田中誠君） 

 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。 

 

●日程第１９ 

○議長（田中誠君） 

 日程第１９ 道内所管事務調査報告についてを議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。総務文教常任委員会委員長 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 道内所管事務調査報告。両委員会を代表しまして、議会閉会中の継続審査案件について。調

査、研究を行うため総務文教常任産業福祉常任委員会合同で平成２７年１１月２４日から２６

日までの３日間、道内へ管事務調査を行いましたので、ここに報告いたします。 

調査内容につきましては、１日目は、深川市にありますケアハウスアニスティ深川におけま

す管理運営状況について。２日目、１ヶ所目は札幌にあります発寒北商店街振興組合の活性化

に向けた各種事業の取り組み等について。２ヶ所目は北広島市にありますケアハウス北広島の

管理運営状況について。３日目は東川町教育委員会で教育行政における重点施策について調査

研究を行ったところであります。いずれの施設、自治体におきましても少子高齢化が進む中、

老人施設の運営や商店街の活性化、振興対策の先進地事例であります。詳細につきましては別

紙報告書に記載しておりますのでご参照ください。 

今回の調査結果につきましてこれからの議会常任委員会活動における政策提言等に生かして

いく所存であります。以上で報告を終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、道内所管事務調査報告についてを終わります。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 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２７年第８回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

                               閉会 午後 ３時０８分 


