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平成２７年第２回清里町議会定例会会議録（３月６日） 

 

 平成２７年第２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   岸 本  幸 雄 
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    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    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。 

   同意第 １号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

   同意第 ２号  オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

   議案第 ２号  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例 

   議案第 ３号  清里町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の

制定 

   議案第 ４号  清里町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の制定 

   議案第 ５号  清里町行政手続条例の一部を改正する条例 

   議案第 ６号  清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

   議案第 ７号  清里町保育の必要性の認定に関する条例の制定 

   議案第１０号  清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定 

   議案第１１号  清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の制定 

   議案第１２号  第３次地方分権一括法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

   議案第１３号  清里町レストハウス設置条例を廃止する条例 

   議案第１４号  財産の無償貸付について 

   議案第１５号  介護老人保健施設きよさとの指定管理者の指定について 

   議案第１６号  平成２６年度清里町一般会計補正予算（第８号） 

   議案第１７号  平成２６年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第１８号  平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第１９号  平成２６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２０号  平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第２１号  平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第 ８号  清里町立保育所条例の一部を改正する条例 

   議案第 ９号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第２２号  平成２７年度清里町一般会計予算 

   議案第２３号  平成２７年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第２４号  平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第２５号  平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 
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   議案第２６号  平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第２７号  平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第２８号  平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   平成２７年度清里町予算執行方針 
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                                                       開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成２７年第２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） 

 本定例会は、平成２７年度当初予算提出の議会であり、補正予算・予算編成方針・一般質問・

予算審議・その他一般議案などから日程検討の結果、本日より３月１０日までの５日間とする

ことが適当と思います。 

 以上が、議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日から３月１０日までの５日間

にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から３月１０日までの５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３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。記載の会議行事
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に議長をはじめ各議員が出席しておりますので、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。 

３点目、平成２７年第２回清里町議会定例会説明員等の報告について。２ページのとおりと

なっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

以上で議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 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の主要事業報告であります。１点目の暴風雪による対応についてでありますが、

今般の大雪並びに暴風雪警報の発表に伴いまして、３月２日午前１０時に、災害対策情報連絡

室を立ち上げて、気象及び災害情報の収集とそれらに対する対応策を講じてきたものでござい

ます。主な対応策といたしましては、ホームページ及び防災メールによる道路、学校及び各種

利用施設情報の周知、避難所の設置、ホームヘルパー支援世帯の除雪支援などについて、実施

をしたものでございます。町民会館の避難所には４名の方が避難されております。除雪支援で

は、対象の世帯２４世帯のうち、ボランティア及び近所の方々の支援により、２０世帯の除雪

が確保されておりましたので、残り４世帯につきまして町職員により、除雪支援が実施された

ものでございます。また４日にも大雪警報が発表となりましたので、午前１１時に災害対策情

報連絡室を立ち上げ、気象及び災害情報の収集とそれらに対する対応策を講じてきたものでご

ざいます。 

次に２点目の斜里地区消防組合議会第１回定例会の結果についてであります。２月の２６日

斜里町総合庁舎３階議事場で開催されております。付議事件といたしまして①から④までの４

件につきまして、原案どおりに可決承認がされております。なお、①の平成２６年度斜里地区

消防組合一般会計補正予算第４回につきましては、本部及び各分署における実行予算による補

正と清里の分署費における追加補正によるものでありまして、７９５万８千円を減額し、予算

の総額を、８億３千４７４万８千円としたものであります。②の平成２７年度斜里地区消防組

合一般会計予算につきましては、当初予算でございまして、主なものといたしましては、本部

費において、消防署費消防救急デジタル無線設備費を、施設費には消防庁舎の改築工事、これ

につきましては、斜里の消防庁舎であります。なお指令台のシステム整備費。さらに、清里分

署施設費では簡易指令台の設備費をそれぞれ計上いたしておりまして、予算の総額を、１５億

５千１２０万６千円と定めたものでございます。③の監査委員選任の同意案件につきましては、

小清水町の監査委員に重成一男氏が選任されましたことに伴い、本組合においても、同氏につ

いての同意を求めたものでございます。④のオホーツク町村公平委員会員選任の同意案件につ
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きましては、管内１３町村と４事務組合で構成をいたしておりますオホーツク町村公平委員会

の田中誠氏の任期満了に伴いまして、前西興部村長でありました高畑秀美氏について新たに選

任同意を求めたものでございます。 

次に３点目の斜里郡３町終末処理事業組合議会第２回定例会の結果についてであります。２

月の２６日、斜里町総合庁舎２階大会議室で開催がされております。付議事件につきましては

①か④までの４件でありまして、ともに原案通り可決、承認がされたものでございます。①の

平成２６年度斜里郡３町終末処理事業組合一般会計補正予算第２回につきましては、実行予算

による補正でありまして、３千８８３万５千円を減額し、予算の総額を３億９千８９２万９千

円としたものでございます。②の平成２７年度斜里郡３町終末処理事業組合一般会計予算につ

きましては、当初予算でありまして、主なものといたしましては、継続事業で実施をいたして

おります施設改修にかかります予備貯留槽の整備に要する工事費、並びに旧施設の解体工事実

施設計業務委託に要する所要額につきまして計上をいたしております。予算の総額を、１億２

千６２４万２千円と定めたものでございます。③の監査委員及び④のオホーツク町村公平委員

会委員の選任同意案件につきましては、先の消防組合と同様の内容でありまして、監査委員に

は、重成一男氏、公平委員会委員には高畑秀美氏をそれぞれ選任同意をいただいたものであり

ます。 

次に、２ページをお開きください。大きな２の主要事業の執行状況であります。議決工事等

の進捗状況でありますが、戸籍事務の電算化業務委託につきましては、平成２６年度の継続事

業でありまして、３月１日現在における進捗状況でありますが、記載の工期工事内容により実

施がされております。１月３１日をもって完了したものでございます。次に、平成２６年度工

事の３月１日現在での進捗状況であります。公共施設太陽光発電システム設置工事につきまし

ては、記載の工期工事内容により実施されておりまして、１月２０日をもって完了をいたした

ところであります。次の町民プール建設工事につきましても、記載の工期工事内容により実施

がされておりまして、進捗状況等といたしましては、試験運転調整中でありまして、進捗割合

は９８％となっております。 

以上申し上げ、町長の一般行政報告といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                         （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 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。 
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１、教育委員会の開催状況について。第１回教育委員会が２月２４日に開催され、記載のと

おり教育委員会の規則並びに要綱の一部改正について、教科用図書採択、教育委員会協議会委

員の任命について、平成２７年度教育委員会に関する予算の要求について、以上５件について

審議されております。 

以上申し上げまして教育長一般行政報告をさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６  同意第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 同意第１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。 

 

○町長（櫛引政明君） 

只今、上程されました、同意第1号固定資産評価審査委員会の委員の選任について、提案理

由のご説明を申し上げます。 

現委員であります堀川哲男氏より、本年３月３１日付けでの辞職願が提出されましたので、

新たに上斜里５８４番地在住で昭和４３年３月１４日生まれの満４６歳の方であります湯浅守

雄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、議会の議決を求めるもので

ございます。地方税法第４２３条第３項は固定資産評価審査委員会の委員は町税の納税義務が

あるもの、また、固定資産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。湯浅守雄氏の固定資産評価審査委員会委員の選任につきまし

て、満場でのご同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

なお、任期につきましては、前任者の残任期間であります平成２７年４月１日より平成２９

年６月２１日まででございます。また、湯浅守雄氏の履歴等につきましては、次のページに記

載をいたしておりますのでご覧いただきたいと存じます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                         （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 本件については、議会先例により、討論を省略します。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから、同意第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 賛成の方は、起立願います。 

                                 （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第１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７  同意第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 同意第２号 オホーツク町村公平委員会委員の選任についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ただいま上程されました、同意第2号オホーツク町村公平委員会委員の選任について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

オホーツク管内の町村で共同設置をしております３名の公平委員会委員の内、田中誠氏が、

３月末末日をもって任期満了となりますので、新たに西興部村の前の村長さんでありました高

畑秀美氏を委員として選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項及びオホーツク町村公

平委員会規約第３条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。地方公務

員法第９条の２第２項は、委員は議会の同意を得た上で地方公共団体の長が選任するとした規

定でございます。また、委員会規約第３条第１項は、委員は関係町村長及び一部事務組合長が

協議によって定めた候補者について、関係町村長が当該関係町村等の議会の同意を受けた上、

清里町の長が選任するとした規定でございます。高畑秀美氏は西興部村在住で昭和２５年生ま

れの満６４歳の方でございます。同氏の履歴の詳細につきましては、別紙に記載のとおりであ

りますので、ご覧いただきたいと存じます。議員各位の満場でのご同意を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

なお、委員の任期は平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日までの４年間であります。 

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。 

 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。 
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 賛成の方は、起立願います。 

                                 （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第２号 オホーツク町村公平委員会委員の選任については、原案のとおり

同意することに決定しました。 

 

●日程第８  議案第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 只今、上程されました、議案第２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、提案理由の説明を申し上げま

す。 

本条例につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、教育行政

の責任、及び危機管理体制の強化首長部局との連携強化などを図る。これらのことを理由とし

た条例改正であります。 

条例の主な内容につきましては、第１は、教育長が一般職から特別職に変更になるとともに、

教育委員長職の廃止及び新教育長の処遇の変更がなされることであります。第２は、教育公務

員特例法第１６条が削除されたことに伴い、教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関す

る所要の改正を行うものであります。第３は、首長管下に総合教育会議の設置を行い、第４は、

町長が教育に関する大綱を作成することであります。施行期日は、平成２７年４月１日とし、

経過措置を条例施行前に、新教育長の任命がある場合は、従前の例によるとするものでありま

す。 

以下別冊の審議資料、新旧対照表１ページから４ページで説明を申し上げますので、ご用意

願いたいと思います。ページの左側が改正後の条例、右側が改正前の条例となります。第１条

は、清里町議会委員会条例の一部改正であります。委員会の出席要求を教育委員長から教育長

に変更する改正であります。第２条は、清里町課設置条例にかかわる改正であり、総務課の事

務分掌に教育大綱の策定及び総合教育会議に関する条項を追加するものであります。２ページ

をお開きください。第３条につきましては、清里町特別職の公務員報酬及び費用弁償支給条例

に関する改正であり、第２条報酬において、ただし以下を削除するものであります。第３条費

用弁償の規定中、教育長の職にある委員及びを削るものであります。３ページの附則において

は、別表中、委員長の報酬を削除するものであります。第４条関係は、清里町長等の給与に関

する条例の改正であり、給与条例に教育長を追加し、４ページをお開きください。第３条、給

与月額に教育長54万５千円を追加するものであります。 

附則は、施行期日を平成２７年４月１日とするものであり、施行前に選任された教育長につ

いては、従前の例によることを規定する附則であります。以上で提案理由の説明を終わります。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                              （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第９  議案第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第３号 清里町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

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（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第３号 清里町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例

に関する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

次のページをお開きください。本条例につきましては、教育長の職務専念義務免除を規定す

る条例であり、あらかじめ教育委員会またはその委任を受けた者の承認により、第１は研修を

受ける場合、第２は厚生に関する計画の実施に参加する場合、第３はその他教育委員会が必要

と認める場合のみ、職務専念義務が免除されるとするものであります。 

附則は施行日及び施行日前にして任命された教育長は、従前による経過措置の規定でありま

す。 

以上で提案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。 
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 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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３号 清里町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条

例の制定は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１０ 議案第４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第４号 清里町教育委員会教育長の勤務時間等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（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第４号 清里町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の

制定について、提案理由の説明を申し上げます。次のページをお開きください。 

本条例については、教育長の勤務時間等を定めるものであります。教育長の勤務時間等の勤

務条件は、清里町職員の勤務時間休暇等に関する条例、この定めによるとする規定であります。 

附則は、施行期日を平成２７年４月１日とし、施行前に選任された教育長については、適用

除外とする経過措置であります。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                （賛成者起立） 
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○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４号 清里町教育委員会教育長の勤務時間等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５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第５号 清里町行政手続条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第５号 清里町行政手続条例の一部を改正する条例について、

提案理由をご説明いたします。 

本条例の改正につきましては、平成２６年６月に公布された行政手続法の一部を改正する法

律に基づき、清里町行政手続条例の改正を行うものであります。 

改正の主な内容は、第１は、行政指導の方式における提示事項の追加であり、許認可等の権

限や規制権限により行政指導を行うときは、処分権限の根拠を示すべきことが義務化されたこ

とによるのものであります。第２に行政指導中止の求めであります。法令違反のある行政指導

を受けた住民が、行政指導に事実誤認や著しい評価の誤りによるものであるとしたときに、行

政指導の中止等その他必要な措置を講じる申し入れができる手続を設け、申し出を受けた行政

機関に必要な調査の実施と調査によって判明した行政指導の誤りがあれば、その中止等を講ず

べきを義務づけたものであります。第３は、行政指導または行政処分の求めであり、法令違反

の事実を知る一般人が、行政指導や行政処分をするよう通知・通報することができる手続を設

け、申し出た行政機関に必要な調査の実施と調査によって処分等の必要が認められた場合は、

その実施を義務づけるものであります。 

続きまして、別紙新旧対照表により説明を申し上げますので、５ページをお開きください。

目次につきましては、第４章、第３４条の２及び第４章の２を追加するものであり、第３条第

１項については、第４章第４章の２とするものであります。第７項については、ひらがなを漢

字に変える改正であります。６ページをお開きください。第３３条については、第２項で、行

政指導において、許認可権限または行政処分権限を行使する場合、第１号に根拠法令、第２号

に根拠法令条例規定の要件、第３号に権限行使・要件適合理由を提示しなければならない規定

の追加であります。３号、４号は、号の繰下がりであります。７ページをご覧ください。第３

４条の２の追加であり、法令等に違反する場合、または適合しない行政指導を受けたと考える

ときは、行政指導の中止、その他必要な措置をとることができる規定であります。但し、当該

行政機関が連名意見陳述等の手続を経ていれば、その限りではない規定であります。第２項第

２号から第６号は、申し出に係る必要書類等であります。第３項は、正当な申し出に対しては

行政指導等の中止、その他必要な措置を行うことを規定しております。第４章の２は、章の追

加であり、第３４条の３は次のページとあわせてご覧ください。法令違反の事実があるのに、

行政処分行政指導がなされていないと考えるときは、何人とも権限を有する行政機関等に申し

出て、処分行政指導を求めることができる規定であります。第２項第１号から第６号までは申
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し出に係る必要書類であります。第３項は、調査し、正当な申し出である場合は、行政処分行

政指導を行わなければならないことを規定するものであります。 

附則は、平成２７年４月１日を施行期日とし、関連条例である税条例の一部を改正すること

を規定しております。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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                               （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５号 清里町行政手続条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 

 

●日程第１２  議案第６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第６号 清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第６号 清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、戸籍事務の電算化に伴い、戸籍法及び地方公共団体の手数料の標準に関する

政令に基づく清里町手数料徴収条例の一部を改正するものでございます。 

それでは別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明いたしますので、審議資料の１０ページ

をお開きください。改正後の条例にてご説明いたします。条例第２条関係の別表中、種類の欄

第１号を戸籍の謄本もしくは抄本または磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されてい

る事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付に第３号除かれた戸籍の謄本もしくは抄本ま

たは磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部

を証明した書面の交付に改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たものでございます。以上で提案理由の説明といたしま

す。 
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○議長（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。討論ありませんか。 

                                                  （「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                                           （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第６号 清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第１３  議案第７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第７号 清里町保育の必要性の認定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。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第７号 清里町保育の必要性の認定に関する条例の制定につい

て提案理由をご説明申し上げます。 

本件につきましては、子ども子育て支援法及び子ども子育て支援法及び就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備に関する法律、これにより改正された児童福祉法が本年４月１日に施行されるに伴い、保

育の必要性の認定に関する基準、その他支給認定に関し、必要な事項を規定する条例の制定と

保育の実施の基準の条例の委任が廃止されたため、保育の実施に関する条例を廃止するもので

ございます。 

次のページをご覧ください。第１条は趣旨を定めるもので、子ども子育て支援法、第２０条

の規定により、保育の必要性の認定に関する基準、その他保育の支給認定に関し、必要な事項

を定めるものです。第２条は用語を定義しています。第３条は、子ども子育て支援法、施行規

則に沿って第１号から第１２号まで、保育の認定要件の基準を規定しています。次のページを

お開きください。中ほど第４条は、保育の必要量の規定です。１日当たり１１時間の保育を標

準、８時間を短時間として規定するものです。第３条の保育の認定の基準の要件に応じ保育時

間を規定するものでございます。次のページをお開きください。第５条は必要規定を町長に委

任するものです。 

附則は第1項で施行期日を定めます。第２項は、児童福祉法の改正に応じ、保育の実施基準
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の条例の委任が廃止されたため、保育の実施に関する条例を廃止するものでございます。第３

項は、この条例による認定の準備は、施行の前から行えるとする規定です。第４項は、既に、

保育所に入所している児童については、第４条の規定にかかわらず、平成２７年度に限り、１

１時間の保育標準時間の認可を行うとする経過措置を規定するものです。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                          （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                               （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第７号 清里町保育の必要性の認定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１４  議案第１０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第１０号 清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定

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。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１０号 清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める

条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件は、第３次地方分権一括法により、これまで厚生省令により定められていた介護サービ

ス等の基準について権限を委任され、条例で定めるものでございます。次のページをご覧くだ

さい。第１条は本条例の趣旨で、介護保険法に基づき、包括的支援事業の実施のために必要な

基準を定めるものです。第２条は、用語の定義を規定しています。第３条は、地域包括支援セ

ンターの事業の基本方針を規定しています。第４条は、地域包括支援センターの職員の数と資

格を定めるもので国の基準のとおり規定しております。次のページをお開きください。中ほど

第５条は、適切、公正中立な運営の確保のため、サービスの利用者や事業者被保険者の代表、

学識経験者等により構成される団体の意見を踏まえ、運営を行う旨の規定です。 
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附則は施行日を平成２７年４月１日と定めるものです。以上で説明を終わります。 

 

以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○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。討論ありませんか。 

                              （「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                   （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１０号 清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定

については、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第１１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第１１号 清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定を

議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１１号 清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

本件も第３次地方分権一括法により、これまで厚生省令により定められていた指定介護予防

支援の事業にかかる人員及び運営介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準と基準該

当指定介護予防支援の事業にかかる人員及び運営、基準該当指定介護予防のための効果的な支

援方法に関する基準について権限を移譲され、条例で定めるものでございます。 

次のページをお開き願います。第１章総則、第１条は条例の趣旨を、第２条は、指定介護予

防支援事業及び事業者の目指すべき方向を示すものです。次のページをお開き願います。中ほ

ど第2章人員に関する基準、第３条において従業員の職員数を、第４条では、管理者を置く旨

を規定しています。第３章運営に関する基準ですが、次のページをお開き願います。第５条で
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は、サービスの内容をあらかじめ説明し、同意を得ることを規定しています。次のページをお

開きください。下段になります。第６条では、正当な理由がなく支援の提供を拒んではならな

い。第７条は、申込者に支援の提供ができない場合は、他の事業所を紹介するなどの措置を行

うことを規定しています。次のページをお開き願います。第８条では、利用者の受給資格の確

認行為、第９条では認定申請への支援、第１０条では、身分証の携行、１１条では利用料の受

領について。次のページをお開きください。第１２条では、保険請求証明書の交付、第１３条

では、支援事業の委託の際の遵守事項の規定を、第１４条では受領代理についての町への報告

を次のページをお開き願います。第１５条からページを４枚めくっていただき、２９条の記録

の整備まで。これにつきましては、管理者の責務から運営規定勤務体制、設備備品、健康管理

などの事業所として備えるべき事項を規定しています。第４章介護予防のための効果的な支援

の方法について第３０条では、指定介護予防支援における基本的な取り扱い方針として、医療

サービスとの連携、目標志向型の介護予防サービス計画の策定、サービスの質の向上を図る旨

を規定しています。次のページでございます。３１条では、指定介護予防支援事業所の管理者

及び担当者のサービス計画の策定にあたっての基本的な方向、第１号から第２６号までに規定

をしています。ページを５枚めくっていただきます。３２条になります。３２条では、介護予

防の効果を発揮できるように留意すべき事項を規定しております。次のページをお開きくださ

い。中ほど、第５章、基準該当介護予防支援に関する基準、第３３条では基準該当介護予防支

援の事業の基準について、指定介護予防支援の基準を準用することを規定しています。附則は

施行日を平成２７年４月１日と定めるものございます。 

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。討論ありませんか。 

                                                       （「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                                                  （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１１号 清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。 
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●日程第１６  議案第１２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第１２号 第３次地方分権一括法の施行に伴う関係条例の整備に関する条

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。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１２号 第３次地方分権一括法の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件も第３次地方分権一括法の施行に伴う介護保険法の改正により、清里町指定地域密着型

サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例

と、清里町指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例、清

里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスにかかわる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、こ

の３条例の指定、介護予防支援等に関する情報について引用する法令、道、町条例の改正及び

引用先の変更に伴い、一部を改正するものでございます。 

審議資料の１５ページ、第３次地方分権一括法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例新

旧対照表をご覧いただきたいと思います。第１条関係、清里町指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部改正です

が、介護保険法の改正により、指定介護予防支援の指定の申請に関する基準が町条例に委任さ

れることとなったことから、題名と第２条の見出しを改め、第１条と第３条に介護保険法第１

１５条の２２、第２項第１項の規定を加えるものであります。 

続きまして、第２条関係、清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び規定に関

する基準を定める条例の一部改正ですが、１６ページをご覧ください。介護保険法の改正によ

り根拠となる規定が、厚生省令から道条例へ委任されたことによる改正でございます。 

第３条関係、清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部改正ですが、これも介護保険法の改正により、根拠となる規定が厚生省令か

ら、町条例へ移行されたことによりる改正でございます。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。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１２号を採決します。この採決は起立によって行います。 
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 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１２号 第３次地方分権一括法の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例については、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７  議案第１３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第１３号 清里町レストハウス設置条例を廃止する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第１３号 清里町レストハウス設置条例を廃止する条例につき

まして、提案理由のご説明を申し上げます。 

次のページをお開きください。本設置条例によるレストハウスについては、既存機能による

活用は中止するということとし、新たな機能を持った施設として現在改修のための実施設計を

行っております。条例、本来機能の喪失に伴い、今般廃止条例を提案するものであります。 

附則は、施行日を定めるものであります。以上で提案理由説明を終わります。 

 

○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。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                 （賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１３号 清里町レストハウス設置条例を廃止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１８  議案第１４号 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第１８ 議案第１４号 財産の無償貸付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。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１４号 財産の無償貸付につきまして、提案理由のご説明を

申し上げます。 

本件につきましては、今年４月より新たに町の施設で診療を開設するため、地方自治法第９

６条第１項第６号、及び財産の交換贈与、無償貸付等に関する条例第４条の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。土地及び建物の所在地種別、数量につきまして、土地は清

里町羽衣町３５番地３５の宅地面積は、１千４４７．７９平方メートル。診療所は、１千１１

４．７３平方メートル。物置車庫は８８．５平方メートルになります。建物の配置につきまし

ては、別冊の審議資料の１８ページの財産の無償貸付配置図をご覧いただきたいと思います。

貸し付けの目的は、診療所の開設であります。 

貸付の相手方は川上郡弟子屈町川湯温泉４丁目８番地３３号齊藤浩記氏でございます。 

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。討論ありませんか。 

                             （「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                   （賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１４号 財産の無償貸付については、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１９ 議案第１５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１９ 議案第１５号 介護老人保健施設きよさと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。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１５号 介護老人保健施設きよさとの指定管理者の指定につ
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いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、清里町の公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第６

条の規定により町議会の議決を求めるものでございます。指定管理を行う施設の名称は清里町

羽衣町３５番地３５介護老人保健施設きよさとでございます。 

指定する管理者の名称は、清里町羽衣町３５番地３５、社会福祉法人清里町社会福祉協議会

会長稲垣友子でございます。指定の期間は平成２７年４月１日から平成３７年３月３１日まで

の１０ヶ年でございます。以上で終わります。 

 

○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。討論ありませんか。 

                                                         （「討論なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                                                     （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１５号 介護老人保健施設きよさと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。ここで１０時３５分まで休憩とします。 

                               休憩 午前１０時２５分 

                               再開 午前１０時３５分 

 

●日程第２０  議案第１６号 

 

○議長（村尾富造君） 

 会議を再開いたします。 

 日程第２０ 議案第１６号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第８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１６号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第８号）に

つきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ７千２２万８

千円を減額し、予算の総額を４９億６千８５６万９千円とするものであります。第１条第２項
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につきましては、後ほど、別冊予算に関する説明書により説明申し上げます。ページを5枚お

開きください。第２表繰越明許費についてであります。繰越明許費につきましては、2款総務

費、１０項地域振興費、地域振興対策事業分４千６８５万６千円を翌年度に繰越す補正であり

ます。次のページをお開きください。第３表 債務負担行為補正であります。今回の補正につ

きましては、変更であり、第３表のとおり変更であり緑温泉に指定管理委託料を変更するもの

であり、変更後の額を１千７９４万円とするものであります。次のページをお開きください。

第４表地方債の補正につきましては、限度額の変更であり、臨時財政対策債から町道整備事業

債までの７事業について９７０万円を減額するものであります。 

それでは続きまして、補正予算に関する説明書を事項別明細書に説明いたします。歳出より

説明申し上げます。なお、事業の精算、物件費不用額の減額財源振替のみにつきましては、一

部説明を省略させていただきます。特定財源につきましても主なもののみ説明させていただき

ます。また、歳入における未確定なものを今後補正等により執行する一部事業の歳入歳出の確

定処理が伴うものにつきましては、必要に応じ、３月末日をもって専決処分の措置をさせてい

ただきますのでご理解願いたいと思います。 

１４ページをお開きください。２款総務費、１項給与費、１目職員給与費につきましては、

一般職員退職手当組合に算定による負担金１千３００万円の減額であります。１５ページ、２

款総務費、２項総務管理費、2目財産管理費につきましては、基金積み増しであり、３基金合

計で１千３７９万７千円を積み増しするものであります。3目地籍管理費、５目自治振興費に

つきましては、説明を省略させていただきます。8目町有林管理費につきましては、町有林新

植・伐採に係る精算執行残、７１９万３千円の減額であります。１６ページをお開きください。

３項開発促進費、１目企画振興費４７０万４千円の減額につきましては、太陽光発電システム

設置工事の入札執行残であります。4項まちづくり事業費、花と緑と交流のまちづくり事業費

については、事業執行残及び移住定住支援交付金、海外研修等の交付及び補助金残を主な理由

とする５１１万７千円の減額であります。以下、１７ページは説明を省略し、１８ページをお

開きください。１０項地域振興費、１目地域振興対策費４千２１０万６千円の補正につきまし

ては、国の地方交付地方創生先行型事業として取り組む、人口ビジョン地方戦略地方総合戦略

策定事業、神の子池外周沿路改修事業、清里の特産品販路拡大事業に係る予算の増額補正を行

うものであります。特定財源の国道支出金２千９００万円ついては、地方創生先行型交付金で

あります。１９ページをご覧ください。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費４７９万円の減額については、臨時福祉

給付金事業精算による減額であります。特定財源国道支出金につきましては、国庫補助金の減

額であります。2目障害者自立支援費６９８万７千円の減額については、各種支援対象利用者

の減によるものであり、特定財源、国道支出金つきましては、国庫及び道費負担金の減額であ

ります。２１ページをお開きください。４目老人福祉費３７６万８千円につきましては、保険

事業給付の増による介護保険特別会計繰出金の増額補正であります。５項国民年金事務費から

２２ページの児童福祉費、３目子育て支援センター費までは、説明を省略させていただきます。 

４款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費５００万円の減額につきましては、健診業務、予

防接種業務の実績清算による減額であります。３目各種医療対策費２０９万７千円の減額補正

は、国民健康保険事業特別会計の２２７万円の増額以外は、各種扶助費の実績による減額補正

となっております。４目衛生費２４ページ。５項保健福祉総合センター費については、説明を
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省略させていただきます。２４ページ２項清掃費、１目清掃事業費５９３万５千円の減額につ

きましては、清掃センター長寿命化改修工事の入札執行残であります。 

２５ページ、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、農業振興費については、

説明を省略いたします。２６ページをお開きください。４目農地開発事業費１０２万６千円、

及び５目道営整備事業費２千５５３万８千円の減額は、それぞれ事業実績清算により、負担金

の減額補正であります。２７ページをご覧ください。２項林業費、１目林業振興費９７５万６

千円の減額につきましては、町民プール建設工事の入札執行残であります。３項商工費、１目 

商工振興費５８９万６千円の減額につきましては、店舗改修住宅リフォーム事業の実績清算に

よるものであります。２８ページをお開きください。２目観光振興費から４目江南パークゴル

フ場費については説明を省略いたします。 

２９ページをご覧ください。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費１７５万４千円

の減額につきましては、町道改修等に係る実績精算によるものであります。２目道路新設改良

費、３千３８万８千円の減額につきましては、社会資本整備総合交付金工事の総体事業量の減

によるものであります。２項都市計画費、１目公園費から３０ページの３項住宅費、2目住宅

建設費は、説明を省略いたします。 

３０ページ、消防費斜里地区消防組合清里分署負担金１７９万４千円の減額につきましては、

分署維持経費等の需用費等の精算によるものであります。 

9款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費につきましては、説明を省略し、２目教育

諸費につきましては、幼稚園就園奨励費対象者増による１００万円の増額補正であります。３

１ページをご覧ください。２項小学校費、１目小学校管理費から３項中学校費、２目教育費振

興費までは説明を省略させていただき、４項社会教育費、３目生涯学習総合センター費１８８

万８千円については、、施設維持に係る需用費及び生涯学習活動車運行に関わる委託料の総額補

正であります。３２ページをお開きください。5項保健体育費、3目町民プール費２０８万８

千円の減額補正は、プール解体に係る工事費の入札執行残であります。４目スキー場管理費に

つきましては、修繕料３０万円。３３ページ５目学校給食センターにつきましては、賄い材料

費等の実績精算による７４万８千円の減額であります。１０款公債費、1項公債につきまして

は、説明を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。一般財源における補正額

は、１款町税が、１千８３５万２千円の増額補正であり、２款地方譲与税は、１千万円の減額、

３款利子割交付金が１５万円の減額。８款地方特例交付金が３５万2千円の増額。１０款交通

安全対策特別交付金が３０万円の減額であり、一般財源については８２５万４千円の増額補正

となります。特定財源につきましては、１１款分担金負担金から１９款町債までの都合７千９

５７万２千円の減額であり、２０款寄付金については、１０９万円の増額、都合７千８４８万

２千円の減額補正となります。一般財源、特定財源あわせて７千２２万８千円の減額補正とな

ります。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。池下昇君 
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○２番（池下昇君） 

 1点だけ質問したいと思うんですが、審議資料のですね。１８ページの地域振興対策費につ

いてお伺いしたい。 

これ議会のほうに１月２６日の常任委員会で最初出されており、その後２月１7日の常任委

員会にも、具体的に提出されました。これ地方創生ということで、国の施策事業でありますけ

ども、我が町としては地域振興券という形でやるように決まったんですが、これは、商工会を

通してやるということなんですが、商工会の方に対していつ具体的にこういった話をして、い

つ回答をいただいたか。その辺をちょっとお伺いしたいんですが、 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただいまの池下議員の御質問にお答えいたします。今般の私共の事業の執行に当たっての地

域商工振興券交付事業の時系列ですけど、協議経過については、今手元に資料を持ってきてお

りませんので、お答えできないところもありますが、私の手持ちの資料で調べて参りますので、

少々お待ちください。２月の１２日にですね。議会ということで正副議長、常任委員長にこの

事業のお話をさせていただいたところです。御案内のとおり、ただいま池下議員が２月１７日

の常任委員会ということでありますので、提案した日は、その２月１２日以前に商工会事務局

と、私ども事務局が事前の調整を図りながら、事業の執行に当たってきたということでありま

すので、ご理解願いたいと思っております。また地域商工券発行事業について、つきましては

ご案内のとおり商工会に業務委託をかけて、実施することでございますので、商工会の機関決

定が済み次第、正式な契約を行ってまいりたいと考えております。まだ正式な業務委託の契約

は、結んでいないということであります。当然この予算の議決以降ということで考えています

ので、ご理解願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今ですね２月１２日以前に商工会の事務局と話合いをしたということなんですが、総務課長

が説明したとおり、まだ承諾はいただいていないという話ですが、実は 3 月 1 日の広報に載

っておりますよね。これ、商工会の方の役員または理事会がしっかりとなされていない状況の

中で、そういった案件を載せるというのはいかがなものかと思うのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 既にこういった事業につきましてですね、早急に町民に知らせるという義務がございまして、
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事務局レベルで、すでに合意を得てという部分でございますし、私どもは、商工会が理事会な

り、役員会なりで機関決定されているものという前提で、作業を進めておりますので、ご理解

願いたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 １５ページ、太陽光について、町長の今日の行政報告の中でも完成をいたしましたとこうい

うことなんですが、売電を終了したということは、開始されたのかなとそのように思うわけで

すから、そのことについてまず１点お伺いしたい。もう１点はですね。３２ページ。町民プー

ルにおける付帯工事が完了したという減額申請がでています。委員会の中でここに設置されて

います太陽光について、接続完了していない、出来ていない現状があった。そういう中で今回

減額申請が、このプールの問題でもある訳ですが、この問題とそこの部分の兼ね合い。今後、

これに対して増額変更が出てくるのか、あるいはその経過と内容等についての説明をお願いし

たい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 これまでの工事費の入札執行残の部分でございます。従いまして加藤議員の今の町民プール

の太陽光パネル設置工事費の件のご質問については、その辺事業の精査なり、済んでおりませ

んので、ここでこれに補正が必要だとか、必要でないという判断はまだしてないという部分で

ございますのでご理解願いたいと思います。また具体的な売電収入については、雑入で入って

おりませんので、ご理解願いたいと。今後入ってくる予定です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

完了したということなので、いつ売電を開始されたのかについてお伺いをしているところで

す。もう1点のそのプールの問題については、この工事費に入っていないということでの理解

の整理をされているということで。もう１点は、工事完了する予定、プールの場合については

いつなのか。あるいはその状況についてどういう状態なのか。３つの太陽光施設と具体的には

一体化して事業展開をしていくという形の中で進めてこられたというふうに思うわけで、４施

設とも売電が目的という環境の中できながら、３施設についてはＯＫですよと。売電がいつさ

れたのか、されたと思うんですけど。そのことで、なぜそのことがプールの外構工事と付帯工

事の部分については、できなかったのか。一体した工事については、いろんな論議があったの

ですが、その中で、是非１回やらしていただきたい、工事費の総額の中でも削減できることだ



26 

し、目的は売電ですよと話していた。そのことが今、先日の委員会の中でも、頓挫しています、

前へ進んでいませんという状況にあるわけですが、その工事完了の日付と、それらの問題につ

いてはどういうふうに今現時点で考えておられるのか。お伺いしたい。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 先行しております３施設の売電の手続関係つきましては、今書類を持ってきますんで、少々

お待ちください。また３施設と町民プールの売電のあり方についてですが、町民プールについ

ては御案内のとおり北電への申請が３施設とはタイムラグがございまして、その間に北電側の

中身が変わってきたということございますので、先行の３施設と町民プールとの北電との協議

のやりとりが、タイムラグがあったので、こういう状況になっているということをご理解願い

たいと思います。あと補足はですね。教育委員会の方で。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

それでは、私のほうからプールの関係につきまして、説明させていただきます。町民プール

建設に伴う太陽光発電の関係でございますけれども、発電施設につきましては、現在北電の方

から保留というふうになってございます。この建設工事につきましては、６月の２４日に着工

した後、経済産業省に速やかに届け出を行い、７月29日に決定を受けまして、北電のほうに

届け出を準備していたところ、9月30日に北電より翌日以降の届け出につきまして連携保留

をするという一方的な発表がありました。その後請負業者のほうから、北電のほうに問い合わ

せをおこなっておりましたが、6ヶ月以上経った現在まで、全国の電力会社が連携保留を続け

ておりまして、北電につきましても、保留の解除がなされていない状況でございます。 

今後北電から想定されるということで、まだ決定でございませんけども、システムの変更の

方が、可能性の１つにあるんではないかというふうに思っているところでございます。その変

更につきましては、パワーコンディショナーの変更が予想されておりますが、既に工事におき

まして、当初のパワーコンディショナーが納入されている状況でございまして、北電との現在

接続以外の工事につきましては、完成予定日が３月１０日でございます。３月１０日にそれ以

外のシステムを含めまして完了をしておりますので、こういう工事の契約内容については、完

了と考えておりますけども、今後北電からシステムが説明された後、現在のパワコンにつきま

して、請負業者に交換していただくことを含めまして、調整をしたいと考えてございます。 

この太陽光につきましては、プールの建設工事の事業の中のですね。スケジュールの中で進

めていたということで、他の施設と若干のタイムラグがあったということで、ご理解をいただ

きたいというふうにおります。今後北電より方針示された後、進めていきたいと考えていると

ころでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 回数制限がありますので、あと１回ありますので、ちょっと答弁が複層しますんで質問する

方もここで若干休憩しますんで、整理して最後の質問になりますので、休憩いたします。 
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                            休憩 午前１０時５０分 

                            再開 午前１０時５５分 

○議長（村尾富造君） 

 引き続きやります。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 先ほどの北電との連携の関係でございますが、北電との連携に関しては、１月２０日に北電

に電力を送っているということで契約が済んでおります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 まずその３施設についてですね。北電に契約した日がいつだったのかということを、まず1

点聞いておきたい。それと日にちとプールの関係について、６月２４日に契約を出されて北電

に許可が出たのが７月29日ですが、申請をしたのが、７月29日なのか。この辺の部分で今

年度の一体事業で、両方とも売電を目的として事業展開なされたわけです。３施設独自でやっ

てそういう格好になって、片一方がそうなったというのは、これは町として、基本的に契約要

綱の中にきちっとした整理をなされていたのか。この日にちの問題は、その辺がある気がする

んで、この辺については３回ということでやめます。予算審議もありますので。その辺、わか

る範囲でだけ答弁をお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 工事の着工が６月の２４日でございまして、経済産業省国の方に届け出を行いまして、国の

届け出を行って決定をうけたのが、７月29日。これが国の決定でございます。その後北電に

届け出準備をしておりましたが、9月30日より翌日の届より連携保留となりまして、実際に

北電に提出したのは、１１月でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 大事なお話なんで、加藤健次君にもう1回質問を許します。 

 

○４番（加藤健次君） 

 そこの関係でまず先に総務課長から答弁が欲しかったのですが、3施設について、北電に申

請したのはいつだったのか。北電から許可が来たのはいつだったのか。プールの着工工事が6

月２４日に始まって、７月２９日に経済産業省から許可が下りて、でも降りたらすぐ北電に申

請しないとだめなんですよね。なぜ出来なかったのか。その一連の日にち関係は、非常に重要

なことなんで。それで先ほど私が言いました、このプールと一体工事であった方が効果的でい
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いと言って、ある意味では委員会の中では、離した方がいいんでないかとかいろいろな論議が

あった。でも一体でやるということで進んだにも関わらず、しかも売電だったんです。それな

のになぜこういうことになったのかと言う。業者との契約内容も整理されていたのかどうなの

か。この点についてちょっと日程的に説明をお願いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 当然北電との協議になりますんで、先行の３施設につきましては、２６年の８月の２７日に

北電との受給契約の確認書をとりかわした。ですから、一体的という部分でいけば３施設と町

民プールとも太陽光発電の北電との協議が4施設一体ではなかったということは、ご理解願い

たいと思います。従いまして、その後の北電との協議の中で北電の電力需給のあり方がですね。

突然変わってしまったという状況は、想定できなかった部分がございますんで、ご理解願いた

いと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 今加藤議員から出ているタイムスケジュールについては、プールの関係、それから３施設の

関係、整理して文書で出すようにしてください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

今、議長から資料提出ということなんですけど。売電目的でやるということに関してあんま

り良い感覚は持っていなかったんですが、実は町民の多くの方から、この太陽光のパネル設置

に関して、自然再生エネルギーを使うことにはすごく良いことではないかという話を伺ってお

りますが、実は町民が、役場の横と老健の横の生活環境の悪化で、裏側がまるで見えて非常に

みっともない話ではないかという意見が多数あります。これうちの町の景観という問題にも該

当する問題ではないかなというふうに思うんですが。 

第５次の総合計画の中で第２章自然と共生する安全安心な環境のまちづくり、またその第４

節の中においてですね。豊かな緑の環境や、美しい景観の保全創出と活用。というふうにある

んですけども、今後、太陽光パネルは事業としてやるのかやらないのか、はっきり解りません

けども、今ある施設２カ所について、今後どういうふうにしてやっていこうと。町民の方が不

快感を持っていると。うちの町の役場の横に太陽光パネルのはあるのは構わないけども、道道

を通るバス、それから交流に来ている人たちがああいった姿を見るのは実に忍びないから何と

かしてほしいという意見が多数あるんですけども。今後どのように考えているのか、その辺ち

ょっとお伺いしたいです。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 池下議員の御質問でございますが、私どもの町から、この二酸化炭素排出抑制等と含めた形

での環境に配慮した政策をとっていくといった部分で、手始めとして太陽光のエネルギーを活

用した形で取り入れていこうと合意を得た中で、この事業を実施していったということでござ

います。これ公共施設へのパネル設置以外にもですね。各家庭にパネル設置の奨励のための補

助金を出していることもございまして、これについては、非常に好評で多くの方々の御利用を

いただいているという現実もございます。今、池下議員の御質問にあった太陽光パネルのその

設置の形態が環境を害しているという御指摘でございますが、その感覚的な問題と再生可能エ

ネルギーを導入していこうという政策と、どこかで折り合いをつけていかなければいけないと

持っておりますんで、ハードが町民の方々の心象を害しているということであれば、施設の関

係で何らかの措置を講じるべきものなのかどうか。今後事業者とも相談しながら、強度的にど

うなるかもありますんで、検討していかなきゃならない事項かなと考えております。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

これは前回の常任委員会の中でも、ちょっとお話をさせていただいたんですけど、やはり町

としてそういった自然環境というものを十分に考慮した中でやっているというのは、それはも

う私も十分理解できます。やはりやる以上は、町民の方々が納得できるような事業のやり方、

町としていろいろな政策の中で、町民に対しても太陽光の補助金とかいろいろやっているのは

私も十分賛成であります。ただ町がやる事業として、街中にそうした施設をつくる場合、もう

少し考慮をした中でやっていただきたいという話であります。今後、景観ということも踏まえ

ながら事業展開をしていただきたいなというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

御指摘を真摯に受けとめて、どういった施設設備整備ができるのか、今後事業者とも協議し

ながらですね。進めていきたいなと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで質疑を終了します。 

 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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                    （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１６号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第８号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第２１  議案第１７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２１ 議案第１７号 平成２６年度清里町介護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。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１７号 平成２６年度清里町介護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、歳入歳出のそれぞれ、６７２万２千円を追加

し、予算の総額を、４億２千９９５万２千円とするものであります。第２項については、別冊

の補正予算に関する説明書により説明をいたします。 

歳出から説明いたしますので、３８ページをお開きください。 

３、歳出でございます。今回の補正は、介護保険制度の改正に伴うコンピューターシステム

の改修と今後の各保険サービスの給付見込量による保険給付費の補正、さらには国道支出金及

び支払基金交付金、一般会計繰入金、基金繰入金の増減に伴う財源調整を行うものでございま

す。 

1款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１８３万６千円の増額は、制度改正等に伴い、

介護保険事務のコンピューターシステムの改修委託に係るものでございます。 

2款保険給付費は実行予算に基づくサービス費の補正と財源調整を行うものでございます。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目 居宅介護サービス給付費８０５万７千円の

増額補正は、サービス利用者の増加によるものでございます。２目地域密着型サービス給付費、

１２０万円の減額補正は、施設サービス利用者の減少によるものでございます。3目施設介護

サービス給付費４００万円の減額補正は、施設サービス給付の減少によるものでございます。

４目審査手数料１万円の増額補正は、判定の増加によるものであります。次に４０ページをお

開きください。２項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス等費３３万５千円の減額補

正につきましては、高額介護サービス実績の減少を見込むものであります。３項高額医療合算

介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス等費６０万円の増額補正は、該当者の増加

によるものでございます。次のページ４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護
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サービス等費２０８万５千円の増額補正は、該当者の増加によるものでございます。 

３款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防事業費。これにつきましては、介

護予防に係る執行残19万8千円を減額するものです。次のページ４２ページをご覧ください。

2項包括的支援事業費任意事業費は、成年後見制度利用者が見込まれないため、１３万３千円

を減少するものです。 

歳入につきましては、総括表でご説明いたしますので、３5ページへお戻りください。１歳

入、３款国庫支出金から７款繰入金まで、すべて特定財源で歳出補正額の財源内訳のとおりと

なってございます。 

なおこの後介護給付費や国庫支出金などの確定に伴う、一般会計からの繰り入れなどが生じ

た場合につきましては、３月３１日付けで専決処分を行ってまいりますので、ご理解をいただ

きたいと存じます。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （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１７号 平成２６年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 

  

●日程第２２  議案第１８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２２ 議案第１８号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第１８号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第４号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ、４千万円を減額し、予算

の総額を、歳入歳出それぞれ７億１千７７６万１千円とするものでございます。 
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第２条第２項につきましては、別冊の国民健康保険事業特別会計事項別明細書により、後ほ

どご説明申し上げます。今回の補正は、国民健康保険税国道支出金、共同事業交付金等の見込

みと確定並びに保険給付費共同事業拠出金等の実績等に基づき、歳入歳出において所要の補正

をするものでございます。 

それでは歳出よりご説明いたしますので、事項別明細書の黄色の仕切りの、４６ページをお

開きください。特定財源のご説明につきましては、補正額の財源内訳の下段に記載してござい

ますので省略をさせていただきます。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、レセプト点検に要する臨時

職員賃金の減、システム改修委託料に係る請負残及び国保ネットワーク運営負担金の執行残、

合わせまして４６万３千円を減額するものでございます。 

２款保険給付費、1項療養諸費、１目一般保険療養給付費と４７ページの２項高額療養費、

１目一般被保険者高額療養費につきましては、１月末までの給付状況等により一般保険者療養

給付費で１千９５７万２千円、一般被保険者は高額療養費で１千９５万１千円を減額するもの

でございます。 

３款後期高齢者支援金、１目後期高齢者支援金、2目後期高齢者関係事務費拠出金につきま

しては、事業の確定に伴い、３７万４千円を減額するものでございます。４８ページをお開き

ください。 

４款前期高齢者納付金と１目前期高齢者納付金等、2目前期高齢者関係事務費拠出金及び６

款介護納付金、１目介護納付金につきましては、事業の確定に伴い、４款前期高齢者納付金で

３万７千円、６款介護納付金で２２万８千円を減額するものでございます。 

４９ページの７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金につきましても、拠出金の確定に伴

い、高額医療費共同事業医療費拠出金３４１万５千円。保険財政共同安定化事業拠出金３８４

万７千円を減額するものでございます。 

８款保険事業、１目特定保険審査等事業費につきましては、検診事業者の確定等により報償

金４万円、検診委託料１５７万２千円、合わせまして１６１万２千円を減額するものでござい

ます。５０ページをお開きください。２項保健事業、１目疾病予防費につきましては、予防接

種事業負担金として６５歳以上の被保険者のインフルエンザワクチン接種費用４９万９千円を

増額補正するものでございます。 

歳入につきましては総括表でご説明いたしますので、４３ページにお戻りください。１款国

民健康保険税、２款使用料及び手数料につきましては、一般財源であり４４０万７千円の減。

３款国庫支出金から９款繰入金までが特定財源であり、３千５５９万３千円の減。合わせまし

て４千万円の減額でございます。 

今後国道の財政調整交付金及び医療費等の確定により、３月末をもって専決処分の措置をさ

せていただきますことにご理解を賜りたいと存じます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 
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 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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （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１８号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２３  議案第１９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２３ 議案第１９号 平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第１９号 平成２６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２４０万１千円を減額し、予

算の総額を、歳入歳出それぞれ６千３３８万２千円とするものでございます。 

第２条第２項につきましては、別冊の後期高齢者医療特別会計事項別明細書により後ほどご

説明申し上げます。 

今回の補正は、後期高齢者医療保険料及び後期高齢者医療広域連合納付金の見込みにより、

歳入歳出において所要の補正を行うものでございます。 

それでは歳出よりご説明いたしますので、事項別明細書の緑色の仕切りの５２ページをお開

きください。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療広域連合納付金につき

ましては、後期高齢者医療保険料の減に伴い、保険料負担金２３０万４千円の減、保険基盤安

定負担金の確定に伴い９万７千円の減、合わせまして２４０万１千円を減額するものでござい

ます。 

歳入につきましては、上段でお示ししているとおり一般財源であります。後期高齢者医療保

険料において２３０万４千円、特定財源であります一般会計繰入金において、９万７千円を減

額補正するものでございます。 

今後、後期高齢者医療広域連合納付金及び繰入金等の確定により３月末をもって専決処分の

措置をさせていただきますことにご理解を賜りたいと存じます。 

以上で、提案の説明といたします。 
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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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （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１９号 平成２６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２４  議案第２０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２４ 議案第２０号 平成２６年度清里町簡易水道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。建設課長。 

  

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第２０号 平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ１９万１千円を

追加し、予算総額をそれぞれ６千３１９万２千円とするものです。 

第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。 

今回の補正は、歳出の工事請負費等の確定による不用額の減額及び歳入財源の調整措置を行

うものです。それでは歳入歳出補正予算につきご説明いたしますので、別冊の説明資料、水色

の簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の５５ページをお開きください。 

歳出についてご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１８万８

千円の減額につきましては、１３節委託料の請負残及び２７節公課費の消費税確定に伴う減額

となっております。２款施設費、１項施設整備費、１６施設整備費２１７万円の減額につきま

しては、１５節工事請負費の請負残等を減額するものであります。４款基金積立金、１項基金

積立金、１６積立金２５４万９千円の増額につきましては、今回の補正による一般財源の剰余

分を簡易水道施設整備基金に積立てるものです。 

歳入についてご説明いたしますので、５３ページにお戻りください。歳入につきまして、総

括でご説明いたします。1款使用料及び手数料１９万１千円の増額は、現年度分水道使用料で
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あります。以上、提案理由の説明としたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これ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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （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２０号 平成２６年度清里町簡易水道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２５  議案第２１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２５ 議案第２１号 平成２６年度清里町農業集落排水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。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第２１号 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ９万円を減額し、

予算総額をそれぞれ９千５９５万４千円とするものです。 

第２項につきましては、後ほど事項別明細書にご説明に申し上げます。今回の補正は、歳出

の委託料等の確定による不用額の減額及びそれに伴う歳入財源の調整措置を行うものです。そ

れでは、歳入歳出補正予算についてご説明いたしますので、別冊の説明資料薄紫色の農業集落

排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の５９ページをお開きください。 

歳出についてご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費３万８千円

の減額につきましては、２７節公課費の消費税額確定による減額であります。2目施設管理費

２万２千円の減額につきましては、１３節委託料の請負残の減額となっております。なお特定

財源のその他補正の減額は、生産物売払い収入となります。２款事業費、１項農業集落排水事

業費、１目農業集落排水事業費３万円の減額つきましては、委託料の請負残を減額するもので

あり、特定財源その他１０万円の減額は、農業集落排水施設分担金となっております。３款公
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債費、１項公債費、2目利子につきましては、財源の振替措置となっており、特定財源９９万

６千円の増額は、一般会計繰入金であります。 

次に歳入についてご説明いたします。５７ページにお戻りください。歳入につきましては総

括でご説明いたします。１款分担金及び負担金及び２款使用料及び手数料、３款財産収入減額

及び４款繰入金の増額につきましては、歳出のなかでご説明申し上げたとおりとなっておりま

す。以上提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これ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（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （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２１号 平成２６年度清里町農業集落排水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２６ 議案第８号 ～ 日程第３４ 議案第２８号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第２６ 議案第８号 清里町立保育所条例の一部を改正する条例

から、日程第３４ 議案第２８号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、都合９件

を一括議題とします。日程３５ 平成２７年度清里町予算編成方針がありますが、ここで議事

の都合上１時まで昼食のため休会といたします。 

 

休憩 午前１1時４０分 

                            再開 午後１２時５５分 

 

   

●日程第３５ 清里町予算編成方針 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３５ 平成２７年度清里町予算編成方針について、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） 

 本日ここに、平成２７年清里町議会第２回定例会が開催され、平成２７年度の清里町各会計

予算並びに諸議案を提案するにあたりまして、予算編成方針及び概要をご説明申し上げ、議員

各位並びに町民皆さんの御理解をいただきたいと存じます。 

昨年を振り返りますと「爆弾低気圧」に代表される気象の変化に振り回された年でありまし

た。２月の東北・北海道を中心とした大雪・暴風雪、８月の前線による大雨、９月の台風２８

号、さらには御嶽山における火山噴火な等、多くの犠牲者を出す被害が発生したところであり

ます。犠牲になられた方々、被災された方々に対しまして心よりお見舞い申し上げます。 

国外の情勢においては、中東諸国・東欧における国家間・民族間の紛争が未だ終結せず、中

東においては日本国民２名の犠牲者を出す等、紛争の拡大が懸念されるところであります。 

国内においては、昨年の１２月衆議院解散総選挙後、第３次安倍内閣の政策において、地域

の人口ビジョンを基本とした「総合戦略」により、地方を創生する考え方が示されました。 

清里町においても、第５次清里町総合計画のローリングに併せ、計画策定を行ってまいりま

す。 

昨年は、春先より天候が順調に推移し、麦類・馬鈴薯・てん菜の畑作基幹３作物におきまし

ては、収量・品質ともに平年を上回る良好な成績の中に豊穣の秋を迎えたところであります。

その他の作物も、総じて良好な成績により終えたところであり、農業者並びに関係機関の皆さ

んの御努力に対し、心より敬意を表するところであります。 

農業以外の各産業におきましては、「アベノミクス」による景気回復の実感がなく、伸び悩み

の状況が続いているところでありますが、厳しい状況にありましても、議員各位のご理解とご

支援を頂き、２月臨時会において補正予算の議決をいただき、国の交付金事業とともに実施し

た、地域消費喚起事業の効果が町内に行きわたることを期待するところであります。 

今日、地方を取り巻く人口減少・少子高齢化等の課題は、「消滅する自治体」の議論が巻き起

こるほど深刻な状況となっております。 

こうした中、国は地方創生を重要政策として、様々な政策を講じておりますので、その動向

を的確にとらえた事業展開を行っていく必要があります。 

また、農業を基幹産業とする本町におきましては、ＴＰＰ環太平洋経済連携協定交渉の行方

が清里町農業はもとより、まちそのもののあり方を左右する課題と捉え、ＪＡ等関係機関とよ

り連携を強化しつつ、適切に対応してまいります。 

平成２７年度清里町予算は、第５次清里町総合計画の中間年である５年次目の年であります。

本計画の着実な推進はもとより、今後時代の変化を見据え、後期５ヵ年のローリング作業を進

めてまいります。 

本定例会に提案いたします予算案は、４月に統一選挙が実施されることから、人件費や扶助

費などの義務的経費、さらには継続事業を基本とする骨格予算として計上させていただいてお

ります。 

従いまして、政策的な団体補助や事業補助、さらには投資的な普通建設事業や新規事業にあ

りましては、６月定例会以降の補正などでの提案となります。 

それでは、本年度予算の概要につきまして御説明申し上げます。まず初めに、一般会計の概

要から御説明申し上げます。 

総務費につきましては、統一地方選挙に伴う所要経費を計上するとともに社会保障と税の一
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体改革にともなうマイナンバー制導入システム改修、協働・共生・共創のまちづくりに対応し

たまちづくり地域活動推進事業、３カ年計画で取り組んでいる道路防犯とＬＥＤ化事業を実施

してまいります。また、観光交流事業を主体とした地域づくり活動のため、地域づくり協力隊

事業に所要経費を計上しております。 

民生費につきましては、義務的な各種扶助費、負担金や子ども子育て支援新制度に対応した

保育のため、臨時保育士の増員を行ってまいります。 

また新たに策定した清里町高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画や清里町子ども・

子育て支援事業計画に沿った事業の実施を行ってまいります。 

衛生費につきましては、特定健康診査をはじめ各種検診事業や乳幼児から高齢者までを対象

とした各種予防接種事業等の予防対策事業を行ってまいります。 

清掃センターの改修事業につきましては、５カ年計画で実施でおります長寿命化改修計画の

３年目を迎えますので継続して所要経費を計上してまいります。 

農林水産事業費につきましては、農業振興計画が新たに策定されましたので、これに基く各

種支援対策を実施するとともに、国営・道営事業による圃場整備などを行ってまいります。 

また、総務費で計上しております町有林管理費につきましては、管理計画に基づく除間伐や

造林等の所要経費を計上しております。 

商工費につきましては、商工会・観光協会に対する支援をはじめ、指定管理施設運営のため

の所要経費を計上いたしました。 

町民の皆さんに浸透してまいりました、住宅リフォーム促進事業につきましては、事業者対

策及び住環境整備の両面から継続実施してまいります。 

また、産業まつりをはじめとする各種イベントに対しましても所要経費を計上してまいりま

す。 

土木費につきましては、道路橋梁河川管理に関する指定管理業務、橋梁長寿命化事業や継続

事業である４線道路改良事業に所要経費を計上いたします。また、緑ヶ丘公園や町営住宅の良

好な維持管理を継続してまいります。 

消防費につきましては、デジタルの無線整備事業が、緊急通信受付指令設備をもって終了い

たしますので、所要経費を計上しております。 

教育費につきましては、各小学校に設置されている公務用パソコンのサポート機関が終了す

ることからそれらの機器更新を行ってまいります。 

また５月に新規オープンする町民プールの記念事業、管理運営経費及び外構整備経費を計上

いたします。 

学校給食センターにつきましては、経年劣化した児童洗米炊飯器の更新経費を計上いたしま

す。 

公債費につきましては、償還のピークは過ぎているところではありますが、本年度におきま

しては、元利併せて約８億６千７００万円の計上であります。 

一般会計歳入における町税については、農業所得は堅調な推移となっておりますが、その他

の各産業、業種とも依然回復の兆しが見えず、前年同額の予算計上としております。 

依存財源となります地方交付税につきましては、国の地方財政計画において出口で０．８％

減となっており、大きな伸びは期待できないところであります。本年度当初予算編成において

は骨格予算編成となっており、その一部を補正予算の一般財源として保留させていただいてお
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ります。 

また、町債の発行については、後年度の地方交付税措置の優位性を伴う過疎債と臨時財政対

策債に限定して発行し、財政規律の範疇での予算措置を行ってまいります。 

続いて特別会計の予算編成概要について御説明申し上げます。 

介護保険事業特別会計・国民健康保険事業特別会計・後期高齢者医療特別会計につきまして

は、高齢化社会における被保険者の増加や高度医療の普及等をはじめ、各種給付の増加が続く

状況にありますが、予防医療事業や健康づくり事業、各種啓蒙活動等の強化により、適切な事

業運営を図るべく予算計上を行っております。 

簡易水道事業特別会計並びに農業集落排水事業特別会計につきましては、施設の更新と機能

強化時期の検討を行ってまいります。人口減少に伴う利用者の減等の課題がありますが、安全

で安心な飲料水の供給・快適な生活環境の提供のため、適切な施設の維持管理に所要経費の計

上を行ってまいります。 

焼酎事業特別会計につきましては、昨年９月ブランドデザインによる瓶、ラベル等のリニュ

ーアル以降、一定の評価を頂いておりますので、各種イベント等への参加及び販路拡大に向け

た販売体制の強化を図るべく所要経費の計上を行っております。 

以上の結果、平成２７年度当初予算の総額は、 

一般会計４０億２千１００万円、介護保険事業特別会計４億２千２１３万６千円、国民健康

保険事業特別会計８億５千１１４万７千円、後期高齢者医療特別会計６千４３１万円、簡易水

道事業特別会計５千９２６万３千円、農業集落排水事業特別会計９千６９０万６千円、焼酎事

業特別会計１億７３７万８千円、合計５６億２千２１４万円となります。 

平成２７年度各会計予算について御説明申し上げましたが、国は日本社会全体の人口急減・

超高齢化の進行に対応し「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、しごとの創生・ひとの創生・

まちの創生を目指した平成２７年度を初年度とする「総合戦略」が樹立されたところでありま

す。 

こうした中、清里町におきましては、これまで平成２３年度を初年度とする第５次清里町総

合計画を基本理念として、まちづくりを行ってまいりました。 

清里町も、少子高齢化・人口減少は、大多数の自治体同様の大きな課題でもあります。また、

産業経済・福祉医療・教育等につきましても、時代や社会の変化に伴う新たな課題が生じてき

ております。今後の清里町の歩むべき道すじ・次世代に引き継ぐまちづくりの指針を町民皆さ

んとともに、第５次清里町総合計画の中間ローリングと併せ、「清里版総合戦略」を策定し、新

たな課題解決に向かってゆく所存であります。 

結びに議員各位並びに町民皆さんの一層のご理解とご支援を心よりお願い申し上げ、予算編

成方針といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これより、平成２７年度清里町予算編成方針の説明に対する質疑を行います。 

                             （「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、平成２７年度清里町予算編成方針の説明を終わります。 
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●議案第８号 ～ 議案第９号 

○議長（村尾富造君） 

 すでに上程されております、議案第８号 清里町立保育所条例の一部を改正する条例から、

議案第９号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例まで、都合２件を一括審議とします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 議案第８号 清里町立保育所条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めま

す。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 既に上程されております、議案第８号 清里町立保育所条例の一部を改正する条例について、

提案理由をご説明申し上げます。 

次のページをお開きください。本件につきましては、こども子育て支援法及び就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う、関

係法律の整備に関する法律により、児童福祉法上の保育料の徴収根拠が廃止となり、町条例で

規定することが必要となったため、清里町立保育所条例にそれを規定するものでございます。 

審議資料の１１ページ、清里町立保育所条例の一部を改正する条例新旧対象対照表をご覧く

ださい。第１条中、保育に欠けるを、保育を必要とするに改めます。４条第５条に繰下げ、新

たに第４条第１項では、保育所に入所をしている児童の保護者は、保育料を納付すると第２項

では保育料の額が世帯の所得の状況に応じて定める旨を規定するものです。  

附則は、第１項で施行日を、第２項では保育料の決定の準備には、執行の前から行えること

を規定しております。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。 

 次に、議案第９号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を

求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 既に上程されております、議案第９号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例について、

提案理由をご説明申し上げます。 

次のページをお開きください。今回の条例改正は、第１号被保険者の介護保険料の改定をす

るものです。介護保険料の設定につきましては、介護保険法の規定により３年ごとに、介護保

険事業計画に定める高齢者人口、要介護者の人数、介護サービス見込み量などに基づいて設定

する仕組みになっております。 

この介護保険事業計画の策定につきましては、保健福祉計画策定委員会におきまして、昨年

より御審議を賜り今年２月に答申をいただきました。平成２７年から平成２９年度までの３年
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間の要介護者の増加、在宅介護サービス増加などを見込み、介護報酬の改定を踏まえ、介護保

険料の基礎となる１ヶ月あたりの基準額を４千９５１円と答申をいただきました。これを受け

まして１０円未満を切り捨て、１２倍し、年額５万９千４００円を基準の介護保険料率として

条例を改正するものでございます。また介護保険法施行令の改正により、保険料率の区分が改

正され、現在の６区分と特例割合２区分、独自設定区分を合わせた９段階から、政令による９

区分と独自設定１区分を合わせた１０段階へと改正いたします。さらに、介護保険法の改正に

よる介護予防日常生活支援総合事業等は、円滑な事業の実施を図るため、法の経過措置に沿っ

て開始する旨を規定するものでございます。 

審議資料の１２ページ、清里町介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧いただ

きたいと思います。第２条の改正は、保険料率の規定の期間を平成２４年度から平成２６年度

までを平成２７年度から平成２９年度までに保険料率を第１号が２万９千７００円に、第２号

及び第３号を４万４千５５０円に、第４号を５万３千４６０円に、第５号を５９千４００円に、

第６号を７万１千２８０円に、第７号を７万７千２２０円に改正し、第８号として８万９千１

００円、第９号として、１０万９８０円、第１０号として、１１万２千８６５円を加えます。

第２項は、保険料率の区分が増えたことにより、町民税本人課税層にあたる新第６段階、新第

７段階、新８段階、新第９段階の境目となる合計所得金額をそれぞれ１２０万円１９０万円、

及び２９０万円と規定するものです。一番上の区分の合計所得金額４００万円は変更ありませ

ん。第４項は消費税率１０％を導入までの措置として、第１段階について、平成２７年度から

２８年度の保険料率を２万６千７３０円とするものです。また国においては、消費税率を１０％

とする平成２９年度からは低所得者負担軽減策として、さらに第１段階から第３段階までの保

険料の引き下げを行うとしております。第４条第３項は、年度途中に生活保護を受給すること

となった場合の月割りの算定の規定であり、区分が増えたことによる改正となっております。 

附則の第１条は施行期日を定めるものであります。 

次のページをお開きください。附則の第２条は、平成２６年度以前の年度において遡及して

賦課する場合は、改正前の保険料率を提供することを規定しています。第３条は介護保険法の

改正による介護予防日常生活支援総合事業等は、円滑な事業の実施を図るため、法の経過措置

に沿って開始する旨を規定するものです。 

以上で介護保険条例の一部を改正する条例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。 

 

●議案第２２号 ～ 議案第２８号 提案説明 

○議長（村尾富造君） 

 既に上程されております、議案第２２号 平成２７年度清里町一般会計予算から議案第２８

号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、順次、提案理由の説明を求めます。 

 まず最初に、議案第２２号 平成２７年度清里町一般会計予算について。総務課長。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 既に上程されております、議案第２２号 平成２７年度清里町一般会計予算につきまして提

案理由の説明を申し上げます。 

予算書により説明いたします。ご用意をお願いいたします。ページ数はページの右側の上、

下段に記載されております。 

５ページをお開きください。平成２７年度清里町一般会計予算の総額は、第１条第１項に記

載のとおり、歳入歳出にそれぞれ４０億２千１００万円と定めるものであります。第１条第２

項の第１表歳入歳出予算につきましては、後ほど審議資料と事項別明細書により説明申し上げ

ます。第２条地方債につきましても後ほど説明申し上げます。第３条一時借入金につきまして

は、地方自治法の定めにより、最高額を５億円と定めるものであります。それでは、予算書の

１１ページをお開きください。第２表の地方債につきましては、起債の目的、限度額などを定

めるものであり、件数は臨時財政対策債以下５件、総額３億３千４１０万円であります。次に

審議資料により説明をいたしますので、別冊審議資料の表紙を１枚お開きください。一般会計

から焼酎事業特別会計まで７会計の予算総額は、５６億２千２１４万円であり、前年対比１千

８４万５千円の減となっております。特に一般会計においては、４月に統一地方選挙を控えた

骨格予算編成となっております。一般会計ベースでは１億５千３００万円の減、前年対比９６．

３％となっております。特別会計においては、国民健康保険事業特別会計において、国民健康

保険法改正により保険財政安定化事業がすべてのレセプトを対象とすることになり、前年対比

１億１５２万２千円の増となっております。焼酎事業特別会計におきましては、当初予算対比

において、人件費分、さらには製造販売業の増による資材費、公課費の増で前年対比２千６０

７万５千円の増となっております。 

ピンクの表紙の次、２ページをお開きください。本表は町税予算額の比較表であります。そ

れぞれ税目別に、当初予算収入見込み額と比較しております。表の区分欄中程の列の比較をご

覧ください。全体額については、前年同額としております。町税は１千０３０万円減で９４．

９％、固定資産税は９５０万円増で１０５．３％、軽自動車税は７０万円増、たばこ税は前年

同額、入湯税は１０万円の増としております。３ページをお開きください。現年分の個人住民

税及び法人住民税の推計となっており、個人住民税については収納率９８．７％で計上してお

ります。右から３番目の欄の当初予算においては、１億８千３０万円。うち給与が１億２千７

６５万３千円、農業が４千０１１万１千円。営業が４９４万３千円としております。下の表、

法人住民税については収納率９５．２％で計上しており、当初予算で１千２００万円とし、前

年対比６０万円の減としております。４ページをお開きください。現年固定資産税は、１億８

千５００万円であり、前年対比１千万円の増。下段の固定資産税と所在地市町村交付金につい

ては、前年対比５０万円の減、４５０万円としております。５ページをご覧ください。一般会

計性質別予算額においては、前年対比で増減の大きいもののみ説明させていただきます。補助

金で１億４千８１６万８千円、普通建設事業費で５千９３７万円の前年対比減となっておりま

すが、骨格予算編成が反映するものであります。政策予算につきましては、６月補正対応とな

ります。次に下の表、款別の物件費内訳については、各科目に大きな変動はありませんが、備

品購入費につきましては７号補正で予算前倒事業が反映しているものであります。次の６ペー

ジから８ページまでは、町税、地方交付税資金残高、地方債償還借入地方財残高の状況の推移

でありますのでご参照ください。 
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それでは一般会計主要事業調べについて、１１ページから説明させていただきます。なお、

各事業の財源内訳につきましては、国庫補助金から一般財源まで資料において記載しておりま

すので特異的なもの以外は省略させていただきたいと思います。１１ページ、社会保障番号シ

ステム導入事業につきましては、マイナンバー制度導入にかかわる庁舎各システム改修及び中

間サーバ利用負担金であります。道路防犯灯ＬＥＤ化事業につきましては、３年計画の２年次

目ということで、２５０基分の予算３千３７９万４千円であります。地域活動推進事業交付金

事業につきましては、住民主体の地域づくり支援のため、運営費及び事業支援交付金１千４５

０万円であります。１２ページをお開きください。防災備品管理事業につきましては、災害対

策用品各種用品について計画的に整備を行うものであります。町有林管理事業につきましては、

町有林管理計画に基づき林道整備、立木調査新植事業、下刈り事業、諸間伐事業に２千３００

万７千円を計上するものであります。そして１３ページをご覧ください。地域おこし協力隊事

業につきましては、協力隊員２名分の人件費及び活動経費９４８万３千円を計上いたします。

事業目的であります定住、起業をめざし、観光振興、地域振興の事業などにあたっていただく

予定であります。庭園のまちづくり事業費、ふるさとの森づくり事業につきましては、緑の植

樹事業を中心に、計画的植樹に対する予算計上を行ってまいります。花と緑と交流のまちづく

り事業につきましては、住民協働による花壇、植栽、植樹帯整備都市農村交流、空き家バンク

事業などに９８３万３千円を計上いたします。１４ページ目でございます。臨時職員雇用事業

につきましては、保育制度改正による長時間保育対応のため、札弦保育所に保育士を増員する

ものであります。救急医療体制づくり事業につきましては、救急搬送にかかわる協力体制整備

のため、医療機関に対する委託料であります。１５ページをご覧ください。各種検診事業につ

きましては、結核肺がん検診を初めとする健診の実施により、疾病の早期発見早期治療に資す

るべく、１千９７万７千円を計上するものであります。予防接種事業につきましては、乳幼児

から高齢者までの定期、任意に予防接種費用に対する経費１千４２０万円を計上するものであ

ります。１６ページをお開きください。各種医療対策事業については、乳幼児等医療費扶助事

業を中心とし医療費自己負担分への支援による負担軽減対策に２千５１５万２千円を計上する

ものであります。清掃センター長寿命化事業、長寿命化改修事業につきましては、平成２５年

度から平成２９年度までの５カ年計画での改修事業であり３年次目事業として９千８７７万６

千円を計上し、さらなる延命化を図るものであります。ごみ処理業務委託事業、４千９５７万

９千円につきましては、収集処理業務の委託により、快適生活環境整備リサイクル、リユース

を行うものであります。町営牧場管理事業につきましては、追肥管理業務等を委託し、適切な

牧場管理を行うものであります。１７ページをご覧ください。国営土地改良施設整備事業につ

きましては、法改正が整い次第、新たな事業に着手の可能性が生じております。道営農地整備

事業につきましては、安定的な農業生産維持のため排水路農道など、整備のため事業費負担分

として、５千６９万３千円を計上するものであります。多面的機能支払交付金事業については、

農地水保全管理にかかわる事業の制度改正により、管理組織に対する交付金が自治体を経由す

るとされ１千９１７万６千円を計上するものであります。１８ページをお開きください。町民

活動施設、管理運営事業９５６万４千円につきましては、地域素材などを活用した政策体系に

事業施設、パークゴルフ場、屋内運動場の整備により、広く町民利用の施設として整備するも

のであります。造林推進事業費補助事業３４０万１千円については、民有林整備推進のため、

補助を行うものであります。商工振興対策事業につきましては、商工会経営改善普及事業、地
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域振興対策事業、及び中央商店街の振興、商工会の総合的な振興のため１千６７９万５千円を

補助するものであります。１９ページをご覧ください。中小企業融資貸付制度事業３１５万円

につきましては、個店事業所に対する貸付利率の一部及び保証協会の保証料の補助を行い、安

定した事業経営を支援するものでございます。住環境づくり推進事業９００万円については、

住宅リフォーム費用を事業費の３分の１３０万円を限度に補助するものであります。商工会補

助事業４０２万９千円につきましては、各種観光振興事業及び人件費等を補助するものであり

ます。温泉施設管理運営事業１千７４８万円につきましては、温泉３施設に対する緑清荘以外

の指定管理料であります。地域イベント支援事業７０３万円につきましては、清里の魅力を対

外的にＰＲする事業に対する負担金、補助であります。２０ページをお開きください。オート

キャンプ場管理運営事業７８１万円ついては、施設維持管理に４９５万円計画的な施設に修繕

等に２８７万円を予算化しており、２７年では、管理棟の塗装を行う計画であります。江南パ

ークゴルフ場施設管理運営事業７０９万３千円については、適正管理に対する人件費維持経費

であります。なお２６年度緊急経済対策事業において、機材整備を終える予定であります。７

款土木費、道路整備事業、１億２千９９４万５千円については、道路河川等の指定管理業務及

び区画線引きの補修測量業務にかかわる予算措置であります。２１ページをご覧ください。道

路新設改良事業です。１億５２４万千円につきましては、国の交付金事業として、４線道路の

改良舗装及び道路橋梁の修繕に調査設計を行うものであります。公園等整備管理事業、５０７

万１千円につきましては、町内各公園の適正管理のための予算措置を行うものであります。公

営住宅管理事業１千２４６万３千円につきましては、日常的な住宅管理に係る予算を措置する

ものであります。２２ページをお開きください。９款教育費、教育支援専門員配置事業２８４

万３千円につきましては、学校教育、社会教育に関する相談事業等に関する職員配置を行うた

めの予算措置であります。遠距離通学バス業務委託事業に２千２７４万９千円につきましては、

小中学校のスクールバスの業務委託契約にかかわる費用でございます。清里高校支援対策事業

８６７万４千円につきましては、清里高校の特色ある教育支援により入学者確保を含めた対策

の一環とするのであります。臨時教職員配置事業７２３万４千円につきましては、小中学校へ

の特別支援教育支援員、３名及び臨時事務職員に要する経費であります。２３ページをご覧く

ださい。小学校サーバ機器更新事業５２８万２千円につきましては、基本ＯＳサポート終了に

よる機材の更新のための予算措置となっております。第８次清里町社会教育中期計画策定業務

につきましては、５カ年の計画期間終了前で前年であり８０万１千円の予算措置を行うもので

あります。外国人英語講師指導業務委託事業４７０万円につきましては、ネイティブスピーカ

ーの確保のため新たな対応として、業務委託を行うための予算措置となっております。スポー

ツ文化施設管理運営事業２千６６４万６千円については、図書館及び主な体育施設管理のため

の業務委託料であります。学童保育事業７４８万５千円につきましては、留守家庭児童留守家

庭学齢児童対策としての事業であり、２７年度により、小学校６年生までの児童の対象が拡大

されるところであります。２４ページ、学習センター空調中央監視施設の整備更新事業７４５

万２千円につきましては、施設開設時より１７年経過し、劣化の激しい空調コントローラーの

更新を行います。健康づくり総合対策事業を１０７万円につきましては、総合計画重点プロジ

ェクトの位置づけにより各種事業を実施するものであります。プール管理運営事業４８５万５

千円につきましては、改築された新プール運営のための経費であり、開設期間を２カ月延ばし、

利用者の利便を図るものでございます。町民プール外構整備事業３千３９５万６千円につきま
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しては、駐車場整備に係る経費であります。２５ページをご覧ください。給食センター調理場

自動洗米器購入事業４２０万２千円につきましては、経年劣化した調理備品の更新事業であり

ます。給食調理事業４千５７３万５千円につきましては、センター業務委託料２千１００万円

及び賄材料費２千２４２万６千円により安定した給食提供を行うものであります。２６ページ

から３５ページまでは、ただ今説明した事業の概要となっておりご参照いただきたいと思いま

す。 

３６ページをお開きください。一般会計から特別会計への繰出金についての説明であります。

介護保険事業に対しましては、全体給付の１２．５％が町の負担であり５千７７万２千円とな

ります。さらに地域支援事業分が１３０万７千円。事務費分が７５６万７千円。低所得者介護

保険軽減拠出金が７５万６千円で、都合６千３９万１千円となります。国民健康保険事業につ

きましては保険安定化拠出金として、２千２９９万９千円。国保財政安定化支援事業拠出金に

２２９万２千円。出産育児一時拠出金に４２０万円。国保会計一般管理費分で２９１万５千円。

国保運営委員報酬分拠出金に１６万９千円。法定ルールに基づき予算計上を行っております。

後期高齢者医療特別会計におきましても、保険安定化拠出金１千６９５万６千円。事務費拠出

金３３０万２千円を計上しております。簡易水道につきましては、施設整備に伴う地方債償還

に係る公債費分８１５万円を計上しております。同じく農業集落排水事業につきましては５千

７２２万６千円となります。焼酎事業につきましては人件費を中心に、１千８１０万７千円の

予算計上を行っております。 

３７ページをご覧ください。主要政策の維持管理経費となっております。後ほどご参照くだ

さい。 

それでは予算書の説明を申し上げます。予算書の３５ページをお開きください。ページの付

番については、各ページの右上、下に記載されております。３５ページをお開きください。歳

出より御説明申し上げます。審議資料の説明において、主要政策繰出金負担金について説明を

申し上げましたので、目ごとに予算の増減の大きなものののみ及び特異的な事項のみ説明申し

上げます。歳出につきましては説明欄に中事業ごとの予算総額及び内訳が記載されております。

各節の金額はそれぞれ中事業内訳の合計となっておりますので、御了承ください。説明につき

ましては、慣例により目ごとに説明させていただきたいと思います。 

１款議会費１８０万円の増は、議員共済会負担金が主な要因であります。３６ページをお開

きください。２款総務費、１項給与費、１目職員給与費２千６８３万６千円の減は、一般の職

員給与の減が主な要因であります。３７ページ、２項総務管理費、１目一般管理費２千５５６

万５千円の増は、社会保障税番号制度導入の事業分２千６０９万５千円が主な要因であります。

４０ページをお開きください。２目財産管理費７７７万４千円の減につきましては、基金管理

運用事業の前年対比２千５６７万円の減が主な要因であります。４２ページをお開きください。

５目自治振興費２千５０９万円の増につきましては、道路防犯灯ＬＤＥ化工事の事業量の増が

主な要因であります。４３ページをご覧ください。７目予防対策費２４１万１千円の減は、防

災備品整備がほぼ終了したことが主な要因となっております。４４ページをお開きください。

８目町有林管理費６８５万円の減につきましては、皆伐工事の減によるものであります。４７

ページをお開きください。１４目総合庁舎管理費、１千３１万７千円減につきましては、庁舎

照明ＬＥＤ化事業について、６月補正を予定していることによるものであります。４８ページ

をお開きください。１５目行政情報システム管理費４０４万２千円の減については、行政手続
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法改正による各種条例改正についての例規サポート管理事業及び年金の標準報酬制移行に伴う

人事給与システム改修に係る経費の増が主な要因であります。５１ページをお開きください。

３項開発促進費、１目企画振興費、５千４５万６千円の減は、再生可能エネルギー導入促進事

業費分の減によるものであります。５３ページをお開きください。４項、庭園のまちづくり事

業費、１目ふるさとの森づくり事業費４１８万２千円の減は、神の子池外周沿路調査設計の終

了によるものであり、工事実施は８号補正による地域振興費の地方創生先行型交付金事業によ

り繰越事業として実施されます。５５ページをお開きください。3 目豊かな田園づくり事業、

１３３万３千円の減は道道摩周湖斜里線の景観駐車帯用地取得が終了したことによるものであ

ります。５６ページをお開きください。６項戸籍住民登録費、１の戸籍住民登録費３千８９９

万１千円の減は、戸籍電算化業務委託の終了によるものであります。５９ページをお開きくだ

さい。８項統計調査費、１目、各種統計調査費、１７５万円の増については、５年ごと実施の

国勢調査経費を予算計上するものであります。６１ページをお開きください。３款民生費、１

項社会福祉費、１目社会福祉総務費６４８万円の減は、補助金及び扶助費の６月補正提案によ

るものであります。６２ページをお開きください。２目障害者自立支援費４６８万１千円の増

は、支援対象者の増が要因となっております。６４ページをお開きください。３目福祉サービ

ス事業費については、特異的な事業事項はございません。４目老人福祉費１千９万７千円の増

は、老健委託料及び介護保険特別会計繰出金の増によるものであり、国民年金事務費について

特異的事項はございません。６６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５６６万７千円の減は、子育て支援保育料補助の６月補正提案によるものであります。２

目保育所費２４４万３千円の減は、１２歳児保育所改修工事終了によるものであります。６７

ページ、子育て支援センター機については、特異的な事項はございません。６８ページをお開

きください。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費２３８万９千円の増は、臨時

保健師雇用に係る賃金、診療所開設者変更による修繕費増が主な要因であります。２目予防費

については、特異的な事項はございません。７０ページをお開きください。３目各種医療対策

費１千４６２万７千円の減については、後期高齢者医療給付金の減が主な要因であります。７

１ページに４目環境衛生費１７４万１千円につきましては、葬祭費、修繕料、３町終末処理事

業組合負担金の減が主な要因であります。７３ページをご覧ください。５目保健福祉総合セン

ター費７３１万３千円の増につきましては、老健冷暖房施設更新工事及び医師住宅フェンス設

置工事が主な要因となっております。７４ページをご覧ください。２項清掃費、１目清掃事業

費２千３１５万５千円の増につきましては、清掃センター長寿命化改修工事の事業費の増によ

るものが主な要因であります。７７ページをお開きください。５款農林水産業費、１項農業費、

１目農業委員会費については特異的事項はございません。２目農業振興費については、農業振

興補助の６月補正が減額要因となっております。７９ページをご覧ください。３目畜産業費４

０３万４千円の減につきましては、町営牧場装置整備工事分が主な減額要因となります。８０

ページをお開きください。４目農地開発事業費９千１７０万７千円の減につきましては、国営

土地改良施設整備事業きよさと地区負担金が要因となっております。８１ページをお開きくだ

さい。５目道営整備事業費１千３４９万円増につきましては、農地水保全管理支払いの制度改

正により、多面的機能支払い交付金事業として、管理団体の交付金が自治体を通じて交付とな

ったことが増額要因となっております。６目清里地域資源活用交流施設費及び８２ページ、７

目札弦地域資源活用交流施設については特異的な事項はありません。８３ページをお開きくだ
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さい。８目町民活動施設費１０６万９千円の増につきましては、パパスパークゴルフ場生け垣

剪定業務委託が主な増の要因であります。８４ページをお開きください。２項林業費、１目林

業費１千６５万６千円の減につきましては、製材流通経費等補助金の６月補正対応によるもの

であります。８５ページをお開きください。６款商工費、１項商工費、１目商工費振興費９７

５万５千円の減につきましては、店舗出店改修等交付金について、６月補正計上の予定が主な

要因であります。２目観光費１９５万２千円の減は、観光施設修繕料の減が主な要因でありま

す。８８ページをお開きください。３目オートキャンプ場費、特異的事項はございません。８

９ページをご覧ください。４目江南パークゴルフ場費１４３万円の減については、水路整備工

事の終了によるものであります。９ページをお開きください。７款土木費、１項道路橋梁費、

１目道路橋梁費２千１６５万９千円の減は、町道改良工事事業の減が主な要因であります。９

１ページをご覧ください。２目道路新設改良費３千３４２万１千円の増につきましては、東横

橋を初めとする橋梁にかかわる改良調査、改良工事が主な要因であります。２項都市計画費、

１目公園費につきましては特異的な事項はございません。９３ページをお開きください。３項

住宅費、１目住宅管理費９５８万５千円の減は、住宅用太陽光発電施設の導入補助の６月の補

正対応が主要因であります。９４ページをお開きください。２目住宅建設費につきましては、

補正対応により、２千４７５万円の減であります。８款消防費、１項消防費、１目消防費３千

２１２万２千円の増は、緊急通信受付指令整備の指令設備の整備による増額となっております。

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費については特異的な事項はございません。９

５ページをご覧ください。２目教育諸費、１５１万９千円の減につきましては、新入学児童記

念品の６月補正提案予定によるものであります。９７ページをご覧ください。２項小学校費、

１目小学校管理費１千２８万６千円の減は、臨時教育教職員配置及び清小廊下の修繕工事の終

了が主な要因であります。９９ページをお開きください。２目教育振興費２７０万円の増は、

備品購入における小学校サーバ器更新が主な要因であります。１００ページをお開きください。

３項中学校費、１目学校管理費２０９万９千円増は、中学校特別支援教育支援員の配置による

ものであります。１０１ページをご覧ください。２目教育振興費１０４万１千円の減につきま

しては、準要保護生徒を対象減による扶助費の減主な要因であります。１０２ページをお開き

ください。４項社会教育費、１目社会教育総務費２８３万１千円の増につきましては、外国人

英語講師の業務形態の変更及びスポーツ文化施設管理業務委託料が主な要因となっております。

２目生涯教育費４４３万９千円の減は政策予算である団体補助が６月補正となることによるも

のであります。１０４ページをお開きください。３目生涯学習総合センター費９７４万５千円

増につきましては、空調中央管理設備更新及び生涯学習活動車業務委託料の増が主な要因であ

ります。１０６ページをお開きください。４目図書館費については、特異的な事項はございま

せん。１０７ページをご覧ください。５項保健体育費、１目保健体育総務費５３８万１千円の

減は、各種補助金の６月補正対応によるものであります。１０９ページをお開きください。２

目トレーニングセンター費については特異的な事項がございません。１１０ページをお開きく

ださい。３目町民プール費３千７２９万７千円の増につきましては、新たなプールの駐車場の

設備が主な要因であります。４目スキー場管理費１２７万４千円の減は、電気設備改修工事の

終了が主な要因であります。１１２ページをお開きください。５目学校給食センター費８９３

万９千円の増は、センター業務委託料及び自動洗米炊飯器購入事業によるものであります。１

１４ページをお開きください。１０款公債費につきましては、元利に合わせて８億６千７４８
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万７千円の償還予算計上となっております。１１款予備費については、前年同額の１００万円

を計上しております。 

１１５ページをご覧ください。給与費明細について説明申し上げます。１の特別職の長及び

議員について増減はありません。その他における３８名の増は、国勢調査年における調査員の

増が主な要因であります。また、給与等における期末手当の増は、人事院勧告による増となっ

ております。１１６ページをお開きください。一般職員につきましては、退職者補充及び会計

間移動等により、数字上は４名の減の状況であり、給与共済費合わせ、９２５万９千円の減と

なっております。１１７ページから１２３ページについては、給与及び職員手当の状況を記載

しております。本町においては、人事院勧告に準拠しているところであります。１２４ページ

をお開きください。本表は、債務負担行為の支出予定額等にかかわる調書であります。前年度

となります平成２６年度までの債務負担行為は、農業経営基盤強化利子補助事業で、利子助成

事業から１２７ページ、緑温泉指定管理業務までの都合３０件となっております。当該年度の

支出予定につきましては、農業経営基盤強化資金利子助成事業以下３２件、総額３８億７千７

３０万円となっております。前年対比で増の要因は、老健の１０カ年分指定管理業務の追加が

主な理由となっております。１２８ページをお開きください。本表は地方債の現在高調べであ

ります。合計欄でご説明申し上げます。前々年度であります平成２５年の末現在高は、７２億

８千６９６万円であり、前年度である平成２６年度末の現在高見込額は、７２億２千８０４万

４千円。当該年度である平成２７年度中の起債見込額は３億３千４１０万円。元利償還見込み

が７億７千１０３万４千円であります。これにより、当該年度末現在高見込みは６７億９千８

４万円となるものであります。 

次に、歳入について説明申し上げますので、６ページにお戻りください。歳入につきまして

は、前段の審議資料の説明及び事項別明細書により説明申し上げました。また特定財源の主な

内容につきましても資料に記載されておりますので、総括表で概要のみ説明させていただきま

す。１款町税から１０款交通安全対策特別交付金及び１７款繰越金、１９款町債の内臨時財政

対策債、合せまして２８億４千１１万７千円が一般財源となります。 

したがいまして、特定財源につきましては、国道支出金等合せまして、１１億８千８８万３

千円となります。 

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君）  

 次に、議案第２３号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計予算について。 

保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 既に上程されております、議案第２３号 清里町介護保険事業特別会計予算について御説明

申し上げます。 

予算書の中ほど薄茶色の仕切りからが介護保険事業特別会計となっておりますので、１３３

ページをお開きください。第１条第１項につきましては、予算の総額、歳入歳出それぞれ４億

２千２１３万６千円とするものであります。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細

書により説明を申し上げます。第２条につきましては、一時借入金の最高限度額を３千万円と
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定めるものであります。第３条につきましては、歳出予算の流用を定めるものであり、第１項

第１号については、同一款内での流用を定めるものであります。 

続きまして、予算審議資料により予算の概要を説明いたしますので、別冊の予算審議資料薄

茶色の仕切り、介護保険事業特別会計の１ぺージをお開きください。平成２７年度の予算総額

は４億２千２１３万６千円で前年度対比１千７４９万円の増額であり、率にしまして１０４．

３％であります。 

歳入の款における主な内容について前年対比額で説明いたします。１款介護保険料の６３８

万７千円増額は、保険料率の改正によるものです。２款の使用料及び手数料については説明を

省略させていただきます。３款国庫支出金６０６万７千円の増は、歳出の増額に伴う増額とシ

ステム改修に係る補助金が加えられているものです。４款道支出金１８３万８千円の増額につ

きましては、歳出予算の増額に伴う増額です。５款支払基金交付金６７万４千円の減額につき

ましては、保険給付にかかる負担率が２９％から２８％へ引き下げられたことによるものです。

６款財産収入は説明を省略し、７款繰入金３８７万２千円の増額も歳出の額増額により加え、

システム改修の負担金、さらには低所得者保険料を軽減繰入金が加えられたことになります。

８款繰越金、９款諸収入は説明を省略いたします。 

次の歳出も前年対比で主な内容についてご説明いたします。１款総務費２１６万円の増額は、

システム改修によるものです。２款保険給付費１千１３３万１千円の増額は、介護報酬の改定

による給付費の増額を見込んだものであります。３款地域支援事業費３９９万９千円の増額は、

地域支援事業委託料の増額によるものです。４款基金積立金、５款公債費については省略させ

ていただきます。 

次に予算書にお戻りいただき、介護保険特別会計の１４９ページの歳出をお開きいただきた

いと思います。歳出の主なものと特定財源についてご説明申し上げます。１款総務費、１項総

務管理費、１目一般管理費は介護保険に関わる事務経費で、特定財源の事務費繰入金は、一般

会計からの繰入金でございます。次の２項賦課徴収費、１目賦課徴収費については、保険料徴

収に係る事務経費で、特定財源その他は、一般財源からの繰り入れであります。次のページを

ご覧ください。３項介護認定調査費、１目介護認定調査費は、網走市他３町の認定調査会負担

金であります。次の２目認定調査費は、介護保険認定調査にかかる主治医意見書や調査認定調

査の委託に係る経費でございます。次の２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅

介護サービス給付費につきましては、ホームヘルプサービス、訪問看護、デイサービス、デイ

ケア短期入所などの居宅介護に給付負担に１億２千８６０万円、福祉用具購入が７４万５千円、

手摺取り付け等の住宅改修が１５４万５千円であり、ケアプランなどの居宅介護サービス計画

給付費が１千６９０万円となってございます。次のページです。２目地域密着型介護サービス

給付費４千２００万円は、昨年度より特別養護老人ホーム清楽園のユニットが地域密着型へ移

行しましたので、この利用者分を見込むものでございます。３目施設介護サービス給付費、１

億７千７１０万円につきましては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等にかかわる給付

費であります。次のページをご覧ください。４目審査支払手数料３８万２千円は、国保連合会

に対する介護報酬審査支払手数料でございます。次の１５３ページになります。２項高額介護

サービス等費、１目高額介護サービス等費８９０万円は、自己負担限度額を超えた場合の給付

であります。次の３項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス等費１

５０万円につきましては、医療給付と介護給付等の合計が自己負担額を超えた場合の給付でご
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ざいます。次のページご覧ください。４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護

サービス等費２千８５０万円につきましては、施設の居住費や食費は原則利用者負担となって

おりますが、所得の低い方には負担の上限を設定し、上限を超える額を保険で給付しておりま

す。それに係るものでございます。次のページをご覧ください。３款地域支援事業費、１項介

護予防事業費、１目介護予防事業費６８万９千円は、高齢者を対象とした介護予防事業に係る

事業費で、いきいき健康講座の講師謝礼等です。次の２目総合事業清算金は、新たに設けた目

で清里町から転出した方が住所地特例対象者として、転出先で、総合事業の提供を受けた際、

保険者である清里町が負担をする精算金でありますので、それを計上してございます。次の１

５６ページをご覧ください。２項包括的支援事業任意事業費、１目包括的支援事業費は、地域

包括支援センターに対する委託に係る費用でございます。２目任意事業費は、在宅介護家族の

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

成金などでございます。次のページ基金積立金、５款公債費は省略させていただきます。 

次に歳入につきまして１３９ページの総括で御説明をいたします。総括歳入です。一款の介

護保険料８千１０９万６千円、２款の使用料及び手数料２千円、６款の財産収入４千円、各款

の繰越金１００万円、９款の諸収入７千円。合計８千２１０万９千円が一般財源であります。

３款から５款までと７款の合計３億４千２万７千円が特定財源となります。以上で説明を終わ

ります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第２４号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について。 

町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 既に上程されております、議案第２４号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計予

算について御説明申し上げます。 

既に上程されております第２４号平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について

御説明申し上げます。 

予算説明書の黄色の仕切りを１枚お開きいただき、１６１ページをご覧ください。第１条第

１項につきましては、予算の総額を、歳入歳出それぞれ８億５千１１４万７千円と定めるもの

でございます。第１条第２項につきまして、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。

第２条につきましては、地方自治法の規定により、一時借入金の限度額を５千万円と定めるも

のでございます。第３条につきましては、地方自治法の規定により歳出予算流用について定め

るものであり、第１項第１号において保険給付費における同一款内の流用を認める規定でござ

います。 

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

事業特別会計の１ページをお開きください。平成２７年度国民健康保険事業特別会計予算総括

表をご説明申し上げます。歳入歳出の予算合計額は、８億５千１１４万７千円であり、前年度

比較では１億１５２万２千円の増。対前年度比１１３．５％となってございます。大幅な増額

の要因は、市町村間の保険財政の安定化を図るために実施しております。保険財政共同安定化

事業の対象が平成２７年度制度改正により、すべての医療費に拡大されることによるものでご
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ざいます。 

歳入の款毎における予算額をご説明いたします。１款国民健康保険税につきましては、２７

年度分所得見込み額等により推計し、前年度比較５００万円の減額の２億１千５５０万円を計

上しております。２款使用料及び手数料につきましては、前年同額となってございます。３款

国庫支出金は、療養給付費負担金の増により、８５９万２千円増額の２億４０３万４千円を計

上してございます。４款療養給付費交付金につきましては、退職被保険者に係る国の調整対象

基準額の算定に基づき、７４万円の増額となってございます。５款前期高齢者交付金４千１５

０万円の減額は、前期高齢者医療費の実績及び平成２６年分の精算などによるものでございま

す。６款道支出金には、前期高齢者交付金の減額に伴う財政調整交付金の増により、１４３万

４千円の増額となってございます。７款共同事業交付金２億３千２３０万円、前年度比較１億

３千４３０万円の増額につきましては、先にご説明いたしましたが、平成２７年度制度改正に

より保険財政共同安定化事業の対象がすべての医療費に拡大されたことによるものでございま

す。８款財産収入につきましては、前年同額となってございます。９款繰入金２９０万１千円

の増額は、保険基盤安定化事業繰入金の増によるものでございます。１０款繰越金につきまし

ては、前年同額である１１款諸収入５万５千円の増額は、特定健診徴収金の増によるものでご

ざいます。 

続いて歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、前年度比較１３

万２千円の増額。２款保険給付につきましては、実績を基に医療費等推計積算し、１千１５０

万円の減額の４億８千５５１万６千円を計上してございます。３款後期高齢者支援金等５５０

万円の減額は、算定対象者の減に伴うものでございます。４款前期高齢者納付金等、５款老人

保健拠出金及び６款介護納付金につきましては、前年同額でございます。７款共同事業拠出金

につきましては、歳入でご説明いたしましたが、保険財政共同安定化事業の拡大に伴う拠出金

の増によるものであり、前年度比較１億１千４９７万１千円の増額の２億２千５３３万１千円

を計上してございます。８款保健事業費につきましては、４１万９千円の増額、９款基金積立

金、１０款公債費及び１１款諸支出金につきましては、前年同額となってございます。２ペー

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

ただきます。３ページは主要施策の事業内容財源内訳次の４ページは、国民保険事業について

であり、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

それでは歳出についてご説明いたしますので、予算説明書の１７９ページをお開きください。

歳出の特異的事項について御説明申し上げます。なお、特定財源の説明につきましては、財源

内訳欄に記載してございますので省略をさせていただきます。１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費、２項徴税費、１目賦課徴税費及び次の１８０ページの３項運営協議会費、１

目運営協議会委員につきましては、特定特異的な事項はございません。２款保険給付費、１項

療養諸費、１目一般被保険者療養給付費により１８１ページまでの５目審査支払手数料までに

つきましては、実績を基に推計積算し、計上しているものでございます。１目一般被保険者療

養給付費は、前年度比較１千２００万円減額の４億８００万円。２目退職被保険者等療養給付

費、３目一般被保険者療養費及び４目退職被保険者等療養費並びに５目審査支払手数料につき

ましては前年と同額になってございます。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費より

１８２ページの４目退職被保険者等高額介護合算療養費までにつきまして、医療費推計により

積算し計上しており、１目一般被保険者高額療養費、３目一般被保険者高額介護合算療養費及



52 

び４目、退職被保険者等高額介護合算療養費につきましては、前年同額を２目の退職被保険者

等高額療養費は、前年度比較５０万円増額の１５０万円を計上しているものでございます。３

項移送費から１８３ページの５項葬祭諸費までにつきましては、特異的な事項はございません。

１８４ページをお開きください。３款後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金につきまし

ては、先にご説明いたしましたが、算定対象者の減を伴うものであり、２目後期高齢者関係事

務費拠出金は、特異的なものはございません。４款前期高齢者納付金等及び１８５ページの５

款老人保健拠出金、６款介護納付金につきましても得意的なものはございません。１８６ペー

ジをお開きください。７款共同事業拠出金につきましては、１目高額医療費共同事業医療費拠

出金、２目その他共同事業拠出金につきましては特異的なものはございません。３目保険財政

共同安定化事業につきましては、平成２７年度制度改正により、大幅な増額となっており、前

年度比較１億１千６８２万５千円の増額の２億１０８万３千円を計上してございます。８款保

健事業費１項を特定健康診査等事業費につきましては、第２期特定健康診査等実施計画に基づ

き所要額を計上しているものでございます。１８７ページの２項保健事業費、９款基金積立金

及び１８８ページの１０款公債費、１１款諸支出金につきましては、特異的なものがございま

せん。 

次に歳入について、総括表にてご説明申し上げますので、１６９ページへお戻りください。

１款国民健康保険税、２款使用料及び手数料、１０款繰越金、１１款諸収入のうち１万３千円

合わせまして、２億１千５６２万８千円が一般財源であり、３款国庫支出金から９款繰入金及

び１１款の５７万円合わせまして、６億３千５５１万９千円が特定財源でございます。 

以上で説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に議案第２５号 平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について。 

町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 既に上程されております、議案第２５号 平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計予算

について御説明申し上げます。 

予算説明書の緑色の仕切りを１枚お開きいただき、１９１ページをご覧ください。第１条第

１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ６千４３１万円と定めるものでございま

す。第１条第２項につきましては、後ほど事項明細書よりご説明申し上げます。それでは審議

資料によりご説明いたしますので、別冊の審議資料緑色の仕切り、後期高齢者医療特別会計の

１ページをお開きください。 

平成２７年度後期高齢者医療特別会計予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計

額は６千４３１万円であり、前年度比較では１２８万６千円の減、対前年度比９８％となって

ございます。歳入の款毎における予算額をご説明いたします。１款後期高齢者医療保険料につ

きましては、広域連合算定見込により、前年度比較１３０万７千円減額の４千３９９万７千円

を計上してございます。２款使用料及び手数料は増減ございません。３款特別対策事業交付金

につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合の交付金終了に伴い、皆減するものでござい

ます。４款繰入金４万２千円の増につきましては、低所得者保険料軽減分にかかる保険基盤安
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定繰入金が１３万円の増額。事務費繰入金が８万８千円の減額となってございます。５款繰越

金及び６款総収入につきまして増減はございません。 

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

直しに伴い８千円の減額となってございます。２款後期高齢者医療広域連合納付金は保険料低

所得者保険料軽減分にかかる保険基盤安定負担金及び事務費負担金として、１２７万８千円の

減額の６千３００万９千円を計上してございます。３款諸支出金については、増減はございま

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

省略させていただきます。３ページは主要政策事業の事業内容及び財源内訳次の４ページは、

後期高齢者医療制度の概要であり、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

それでは歳出についてご説明いたしますので、予算説明書の２０５ページをお開きいただき

たいと思います。歳出の特異的事項について御説明申し上げます。特定財源の御説明につきま

しては、財源内訳欄に記載してございますので省略をさせていただきたいと思います。１款総

務費、１項総務管理費、１目一般管理費及び２項徴収費、１目徴収費につきましては、特異的

なものはございません。２０６ページをお開きください。２款後期高齢者医療広域連合納付金、

１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、前年度比較で、保険料負担金が１３０万

７千円の減、保険基盤安定負担金が１３万円の増、事務費負担金が１０万１千円の減であり、

合わせまして１２７万８千円の減額となってございます。３款諸支出金、１項償還金及び還付

加算金につきましては、特異的なものはございません。 

次に歳入についてご説明申し上げますので、１９７ページにお戻りください。歳入につきま

しては総括表でご説明申し上げます。１款後期高齢者医療保険料２款使用料及び手数料５款繰

越金及び６款諸収入のうち２千円合わせまして４千４００万１千円が一般財源であり、４款繰

入金及び６款のうち５万１千円、合計２千３０万９千円が特定財源でございます。 

以上で説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第２６号 平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計予算について。 

建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 既に上程されております、議案第２６号 平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計予算に

ついて御説明申し上げます。 

予算説明書の水色の仕切りをお開きいただき、２０９ページをご覧ください。第１条第１項

につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ５千９２６万３千円と定めるものです。第１

条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりを説明申し上げます。先に審議資料によ

り、予算の概要をご説明いたしますので、別冊の審議資料水色の仕切り簡易水道事業特別会計

の１ページをお開きください。２７年で予算の総括表をご説明申し上げます。歳入歳出の予算

合計額は５千９２６万３千円となっており、前年度当初予算と比較では５６万円の減対前年度

比９９．１％となっております。歳入の款毎における予算額を、対前年度比較でご説明申し上

げます。１款使用料及び手数料につきましては、平成２６年度実績見込みを参考としながら、

前年度比較２５万円増の４千９６０万２千円を計上いたしております。２款財産収入につきま
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しては、前年度比較２千円の増となっておりますが、基金利子の増によるものです。３款繰入

金つきましては、前年度比較３１万２千円の減となっており、内訳は、起債償還額に伴うルー

ルにより、一般会計繰入金の減となっております。４款繰越金につきましては、前年度比較５

０万円の減となっており、５款諸収入は前年度同額となっております。 

次に、歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、公課費の増によ

り、前年度比較１４５万９千円の増となっております。２款施設費につきましては、水道メー

ター器更新事業量の減が主な要因となり、前年度比較で３００万円の減となっております。３

款公債費５４万６千円の減につきましては、元金および利子償還金の減によるものです。４款

基金積立金１５２万７千円の増は、簡易水道施設整備基金積立金の増であります。２ページお

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

ます。 

３ページをご覧ください。平成２７年度の主な事業内容について御説明申し上げます。水道

メーター器更新事業につきましては、計量法に基づき８年を経過した水道メーターを更新する

ものであり第１、第２施設合わせて１０９カ所を実施する経費として約４５万円を計上いたし

ております。 

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

会計予算２２３ページお開きください。歳出の特異的事項と財源内訳についてご説明いたしま

す。２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費につきましては、当会計に属する職員１名

分の人件費と通常の施設管理に必要な物件費を計上しております。なお１３節委託料に、水道

メーター器検針委託料及び水質検査委託料、施設点検委託料、合わせて６２０万８千円を計上

いたしております。２２５ページをご覧ください。２款施設費、１項施設整備費、１目施設整

備につきましては、先ほど主要政策でご説明申し上げましたメーター更新費用の６４５万円を

計上いたしております。３款公債費及び４款基金積立金につきましては、総括表でご説明した

とおり特異的な事項はありません。公債費の特定財源のその他８１５万円は、一般会計からの

繰入金であります。また、基金積立金の特定財源のその他１万円は基金利子となっております。

なお２２６ページから２３３ページにつきましては、当会計に属する職員１名分の給与費明細

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

続いて２３４ページをご覧ください。本表は地方債の現在高調べとなっております。区分は

簡易水道債と過疎債であり合計欄でご説明いたしますが、前々年度平成２５年度末現在高は２

億７４５万６千円。前年度平成２６年度末現在高見込額は、１億８千８１９万２千円。当該年

度平成２７年度中の元金償還見込額は、１千９０７万８千円。当該年度末、平成２７年度末の

現在高見込額は１億６千９１１万４千となる見込みであります。 

次に歳入についてご説明申し上げますので、２１５ページへお戻りください。歳入につきま

しては、前段の審議資料において御説明申し上げましたが、総括表でご説明申し上げます。１

款使用料及び手数料、４款繰越金、５款諸収入の合計５千２１０万３千円が一般財源であり、

２款財産収入、３款繰入金合わせまして８１６万円が特定財源となっております。 

以上提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第２７号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について。 
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建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 既に上程されております、議案第２７号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計予

算について御説明申し上げます。 

予算説明書の薄紫色の仕切りをお開きいただき、２３７ページをご覧ください。第１条第１

項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ９千６９０万６千円と定めるものです。第

１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。 

次に審議資料により予算の概要を説明いたしますので、別冊の審議資料紫色の仕切り農業集

落排水事業特別会計の１ページをお開きください。平成２７年度農業集落排水事業特別会計予

算総括表をご説明申し上げます。歳入歳出の予算合計額は９千６９０万６千円となっており、

前年度当初予算と比較では１０８万６千円の減、対前年度比９８．９％となっております。 

歳入の款毎における予算額を対前年度比較において御説明申し上げます。１款分担金及び負

担金につきまして増減はございません。２款使用料及び手数料につきましては、平成２６年度

実績見込み額を参考としながら、前年度比較１０８万１千円減の３千８０７万９千円を計上い

たしております。３款財産収につきましては、生産物の売り払い収入であり今年度は計上して

おりません。４款繰入金につきましては、一般会計繰入金であります。前年度同額で５千７２

２万６千円となっております。５款繰越金及び６款諸収入は前年度と同額計上しております。 

次に、歳出の款毎の予算額をご説明申し上げます。２款総務費６５万円の減につきましては、

一般管理費の人件費の減によるものです。２款事業費につきましては、４３万６千円の減とな

っております。３款公債費は前年と同額となっております。２ページをお開きください。２ペ

ージは款別性質別節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。３ページをご覧

ください。平成２７年度の主な事業内容ですが、公共桝の新設工事費として２箇所６０万円。

下水道メーター器更新工事に５万３千円。処理施設の機器類の年次的に修繕費として２９９万

２千円のあわせて３６４万５千円を計上しております。特定財源の１０万円は農業集落排水施

設分担金となっております。それでは予算説明を申し上げます。 

歳出よりご説明申し上げますので、農業集落排水事業特別会計予算の２５１ページをお開き

ください。歳出の特異的事項と財源内訳について御説明申し上げます。１款総務費、２項総務

管理費、１目一般管理費につきましては、当会計に属する職員１名分の人件費及び管理的物件

費等となっております。特異的な事項はございません。１目施設管理費につきまして、２５２

ページの１３節委託料８９４万４千円をはじめ、２つの施設に係る通常の維持管理費となって

おります。２款事業費、１項農業集落排水事業費、１目農業集落排水事業費につきましては、

先ほど主要施策でご説明した町単独事業及び下水道台帳整理等を行う委託料を計上しており、

特定財源のその他１０万円は、農業集落排水施設分担金となっております。２５３ページでご

ざいます。３款公債費につきましては、地方債の元金及び利子合わせて５千７２２万６千円を

計上しており、財源は特定財源となり、一般会計からの繰入金となっております。２５４ペー

ジから２６１ページにつきましては、職員１名分の給与費明細書であり一般会計と同様の内容

様式となっておりますので、説明を省略させていただきます。続いて２６２ページをご覧くだ

さい。本表は地方債の現在高調べとなっております。区分は下水道債、特例債、過疎債であり

合計欄でご説明いたします。前々年度、平成２５年度末現在高は６億１千３７８万３千円。前
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年度平成２６年度末現在高見込額は５億７千２０６万円。当該年度平成２７年中の元金償還見

込額は４千２９５万６千円。当該年度末平成２７年度末の現在高見込額は５億２千９１０万４

千円となる見込みであります。 

次に歳入についてご説明しますので、２４３ページにお戻りください。歳入につきましては

前段の審議資料について御説明申し上げましたので、総括表でご説明申し上げます。２款使用

料及び手数料、５款繰越金、６款諸収入の合計３千９５８万円が一般財源であり、１款分担金

及び負担金、４款繰入金合わせまして、５千７３２万６千円が特定財源となります。 

以上で提案の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、議案第２８号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算について。 

産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 すでに上程されております、議案第２８号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算につ

いて御説明申し上げます。 

予算説明資料の２６５ページをお開きください。第１条第１項につきましては、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ１億７３７万８千円とするものです。第１条第２項につきましては、後程

事項明細書によりご説明申し上げます。第２条につきましては、一時借入金の限度額を２千万

円と定めるものでございます。 

続きまして、別冊の予算審議資料で御説明いたしますので、審議資料のうぐいす色の次の１

ページ、予算総括表をお開きください。平成２７年度の歳入歳出予算額の合計は、１億７３７

万８千円であります。前年比較では２千６０７万５千円の増加となり、前年度を対費１３２．

１％であります。歳入の款別における前年度比較金額の主な内容につきまして申し上げます。

１款財産収入８千８９５万６千円は、財産売払い収入並びに財産運用収入であります。前年度

の比較で１千８９５万５千円の増は、販売促進によります販売数量の増加と予定する価格改定

を見込み収入増といたしております。２款繰入金１千８１０万７千円は一般会計へ繰入金であ

り、前年度との比較で７１０万円の増は、職員増員分の人件費並びに販売促進経費として一般

会計からの繰入金であります。３款繰越金３０万円は、前年度繰越金、４款諸収入１万５千円

は、雑収入であります。 

続きまして３ページをお開きください。平成２７年度焼酎等製造販売計画であります。１製

造計画でありますが、じゃがいも１万７千４００キログラムを原料に使用し、仕込み回数１４

回。製造量が２５キロリットルを製造いたします。２の販売計画でありますが、販売本数は、

焼酎飲料水、その他を合計いたしまして、１１万５千９４０本。販売数量を６５．３キロリッ

トル。販売額は８千８９５万５千円で、前年より１千８９５万５千円増といたしました。年度

別製造販売数量の実績は、記載のとおりとなっておりますので、後ほどご参照ください。 

次に歳出についてご説明申し上げますので１ページにお戻りください。総務費は、５千５７

４万１千円。前年度より１千４万３千円の増となっており、主なものは職員増員によります人

件費及び販売数量の増加によります公課費分であります。２款製造費は、５千１６０万７千円。

前年度より１千６０３万３千円の増となっており、主なものは、販売量増加に伴います瓶詰数
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量の増加に必要な賃金、需用費の増額であります。３款公債費は前年度同額です。４款基金積

立金はございません。２ページをお開きください。焼酎事業特別会計の款別性質別節別予算分

類表であります。款別並びに前年度対比増減理由につきましては総括表で説明いたしましたの

で、後ほどご参照ください。 

続きまして、予算説明書の事項別明細書により歳出から御説明申し上げますので、焼酎事業

特別会計の２７９ページをお開きください。歳出につきましては、特異的なものについて御説

明申し上げます。１款総務費、１目一般管理費につきましては、職員４名分の人件費並びに管

理用の物件費及び公課費などであり説明欄に記載のとおり、職員給与費２千９３７万５千円。

焼酎販売事務費が２千４６１万３千円。次のページをお開きください。施設維持管理費が１３

５万６千円、車両管理事業費が３９万７千円であります。２款製造費、１目醸造費は、１４回

の仕込みにかかる醸造経費並びに瓶詰め経費などの物件費であります。説明欄に記載のとおり、

臨時職員雇用事業費９０９万円。焼酎醸造事業費４千２５１万７千円であります。次のページ

をお開きください。３款公債費一目利子３万円は一時借入金利子であります。４款基金積立金、

１目積立金の予算計上はございません。２８３ページから２９０ページまでは、焼酎事業会計

職員４名分の給与明細書であり、説明は省略させていただきます。 

次に歳入について説明いたしますので、２７１ページにお戻りください。総括表によりご説

明を申し上げます。１款財産収入８千８９５万６千円、２款繰入金１千８１０万７千円、３款

繰越金３０万円、諸収入１万５千円。歳入合計１億７３７万８千円でございます。概要につき

ましては、審議資料の歳入でご説明いたしますので省略させていただきます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、各会計予算の説明が終わりました。お諮りします。議案調査のためしっかり調査を

していただくために、３月７日から３月８日までの２日間休会としたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、３月７日から３月８日までの２日間、休会することに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

 

                              散会 午後 ２時５５分 
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平成２７年第２回清里町議会定例会会議録（３月９日） 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 

    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 

    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 

    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 

    ５番 畠 山 英 樹   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   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   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 



59 

    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。 

   議案第２２号～議案第２８号（各会計予算案の質疑） 

 

 ●予算審議説明員補助者 

  総 務 課 総務Ｇ      総括主査 宮津 貴司   主 査  鈴木由美子 

                 主 査  吉本  淳 

        企画財政Ｇ    主 幹  本松 昭仁   主 査  泉井 健志 

                 主 任  半澤  忍 

  町 民 課 町民生活Ｇ    総括主査 梅村百合子   主 査  阿部 真也 

                 主 査  北川  実 

        税務・収納Ｇ   主 幹  清水 俊行   主 査  吉田 慎治 

  保健福祉課 保健Ｇ      総括主査 佐々木順子   保健師長 太田富士子 

        福祉介護Ｇ    主 幹  進藤 和久   主 査  水尾 和広 

        保育・子育てＧ  総括主査 杉村 眞弓   主 査  酒井 真美 

  産 業 課 農業Ｇ      総括主査 永野  宏   主 査  山崎 孝英 

主 査  藤森 宏樹 

        商工観光・林政Ｇ 主 幹  野呂田成人   主 査  樫村 亨子 

                 主 査  土井 泰宣 

        焼酎Ｇ      総括主査 武山 雄一   主 査  松浦  聡 

  建 設 課 建設管理Ｇ    主 幹  清田 憲宏   主 査  酒井 隆広 

                 主 査  山本 卓司   主 査  田中 誠之 

        上下水道・公住Ｇ 総括主査 原田 賢一   主 査  荒  一喜 

  生涯教育課 学校教育Ｇ    総括主査 三浦  厚   主 査  新輪 誠一 

                 主 査  阿部由美子 

        社会教育Ｇ    主 査  小林 正明 

  農業委員会          次 長  吉田 正彦 

  消防清里分署         分署長  河合 雄二   庶務係長 田中 義裕 

                 救急係長 君島 晴男   予防係長 小笠原明博 

                 警防係長 内野 智也 
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                                                       開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

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

定により、議長において１番 前中康男君、２番 池下昇君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第２２号～議案第２８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 一括議題となっております。 

議案第２２号から議案第２８号までの各会計予算について質疑を行います。 

質疑の進め方について事務局長に説明をさせます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（小貫信宏君） 

（質疑の進め方 説明） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑の進め方について説明を終わります。議案第２２号 平成２７年度清里町一般会計予算

について質疑を行います。一般会計歳出から質疑を開始いたします。 

説明員交代のため暫時休憩いたします。 

休憩  午前 ９時３５分 

                             再開  午前 ９時３８分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて質疑に入ります。 

１款議会費・１項議会費・１目議会費、３５ページから３６ページ。        

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、３６ページから３７ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

２項総務管理費・１目一般管理費、３７ページから３９ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

２目財産管理費から３目地籍管理費まで一括質疑いたします。 
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４０ページから４１ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

 ４目広報費から５目自治振興費まで一括質疑を行います。４１ページから４３ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

６目交通安全対策費、４３ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

７目防災対策費、４３ページから４４ページ。 

畠山英樹君。 

○５番（畠山英樹君） 

 防災対策費の関係なんですが、去年より今年は予算も大分少ない。この関係については当然

備蓄の関係ができ上がったという部分で少なくなったと説明をいただきましたが、昨年も町民

対象で避難訓練という部分も含めて、進めていたと思ってございます。これについてもかなり

お金がかかっているというふうに思っていますが、今年は無いということで理解をしてよろし

いでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今年度、町民を対象にした総合防災訓練を実施させていただいたところでありますが、この

防災訓練につきましては、通常の消防の訓練と合わせた形で実施したところであります。この

総合防災訓練といった形については、３年に１度ということで考えておりますので、２７年度、

２８年度は無いということでありますので、ご理解願いたいというふうに思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 防災対策費の中のですね４４ページ。網走地方山岳遭難防止対策協議会負担金ということで

お伺いしたいと思いますが、山岳遭難防止の対策協議会の中に清里の会員の方が何名おられる

のかまずお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 網走地方山岳遭難防止対策協議会、この協議会に、本町から加盟している方々は、本町の山
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岳会から３名の方々が理事及び幹事として参画されております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今課長の方から３名ということで回答があったんですが、実際に何かあったとき斜里岳が対

象になるのかなと思うんですが、その３名の方は出動されるんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 網走地方山岳遭難防止対策協議会、斜里支部総会の議案を見ているところでございますが、

これにつきましては斜里支部ということで、斜里、清里、小清水のこういった地域の方々が、

この実動の主体になるのかなと思いますので、どの事案に、どの方々が出るかというのはその

都度のスケジュール等々の空きの状況だと思いますので、どこに誰ということは私どもの方で

は押さえていないというのが実態でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 登山者が例えば事故に遭ったときの体制についてということで、３年前に同じ質問をした時

にですね。実は消防の方は山小屋までしか行かないと。そこから先は行かないと。遭対協及び

警察の方で出動するという話を副町長の方からいただき、またその時に今後様々なケースにつ

いて検討したいという答弁をいただいたんですが、その後どういった検討をされたのかお伺い

したいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長いいですか。 

 

○副町長（宇野充君） 

 池下議員さんの御指摘もあり、消防とも協議いたしまして、その遭難事案に適した道具等々

の整備をしておりまして、今消防の方でも、訓練等々やっている状況でございますので、有事

の際には、ヘルプできるかと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

 今の副町長の答弁を聞きますと山小屋までではなく、やはりそこから先も、何かあったとき

に、遭対協とともに消防等も含めて出動するというふうに捉えてよろしいでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 救命と救急を分けて考えていただきたいと思いますが、その有事のケース・バイ・ケースで

救急の場合もあるでしょうし、消防の方にもお手伝いをという有事もあるかと思いますがケー

ス・バイ・ケースで検討というふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 遭対協の方は、この斜里郡３町でも相当人数おられるのかなとは思うんですが、やはり斜里

岳というのは、当町の麓にありまして、緊急もひっくるめて一番先に連絡がくるのが我が町だ

と思うんですよ。そういったときに、消防の方を優先的にというよりも、そういう方たちにお

手伝いをしてもらうことが、私はベターだと思うんですが。ケース・バイ・ケースということ

でありますけども、以前は何かあったときに我が町の消防隊員が何名かで滑落者の救助等も出

掛けていたという話も聞いていますので、今後もそういった体制作りをいち早くやってもらい

たいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 その有事のケース・バイ・ケースというふうにお答えいたしましたけれども、警察に情報が

いったり、時には自衛隊にも協力をいただたり、いろんなケースがあると思いますけど、議員

のおっしゃるように、いわゆる皆さんの心配のないような対応の仕方をこれからもやっていき

たいというふうに考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

８目町有林管理費、４４ページから４５ページ。村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 工事請負費の中に、伐採工事費それと、間伐工事請負費ということで、これ同じ金額なんで

すけどもこれどういうことなのか。ちょっと内訳。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今の御質問なんですが、伐採事業費の合計額ということで、その中身といたしまして間

伐材の工事請負費という形になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

９目支所及び出張所費から１０目緑センター費まで一括質疑いたします。 

４５ページから４６ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

１１目顕彰費から１２目報酬等審議会費まで一括質疑いたします。 

４６ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

１３目 職員福利厚生費。４６ページから４７ページ。 

 質問がなければ次に移ります。 

１４目総合庁舎管理費４７ページから４８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。  

１５目行政情報システム管理費、４８ページから５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

１６目管内町村公平委員会費５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

ここで説明員交代となります。 

暫時休憩といたします。 

                             休憩  午前 ９時４８分 

                             再開  午後 ９時５１分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

２款総務費・３項開発促進費・1目企画振興費から、２目土地利用計画費まで一括質疑を行

います。５１ページから５３ページ。池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ５１ページの総合開発審議会運営事業費についてお伺いしたいと思いますが、平成２３年度
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より第５次総合計画がスタートして第４次の総合計画の委員数がですね、１５名から３０名に

なったんですが、この４年間２３年度からですね。２６年度まで年次ごとに何回ずつ会議を行

ったのか、まずお伺いしたいです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 基本的に総合開発審議会につきましては、通常年度予算時期の開催、あるいはまた年度当初

の開催ということで年間２回ほどの開催の計画であるいはまた開催の実績で行っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君 

 

○２番（池下昇君） 

 これは毎年したら２回ずつ行ったということですか。議長。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 平成２６年度、今年度についてはまだ実績１回でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今２６年度は１回ということなんですが、２６年度の予算が１６万９千円だったと今年度２

７年度８６万８千円というふうな予算約４倍ついておるんですが、その８６万８千円の中の６

割が印刷製本費なんですよ。今年２７年度というのは、総合計画の中間年度ということで町長

の方もローリングをしてやっていきたいということを話されておりましたけども、この印刷製

本費というのは、冊子か何か作るのかなというふうに思うんですが、これに関してはどういっ

たものをつくろうとしているのか、まずお伺いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 印刷製本費のお話につきましては、５０ページもので５００部とそれからダイジェスト版こ

れが２千部と、８ページもので２千部ということで計画しております。なおこの委員の関係で
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ございますが、これにつきましては臨時委員を今後ご委嘱申し上げていきたいというふうに考

えておりますので、その経費につきましては６月の肉づけ予算の中で考えていくということで、

今回通常年度の委員の報酬のみを計上しております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 この総合計画の審議委員さんというのは、町長を筆頭に一緒に良いまちをつくろうというこ

とで、審議会というものが立ち上がったんだろうと考えているんですが。私は、こういった冊

子をどうのこうのではなくて、やはり１０年間の計画の中で４年間という私たちの任期がある

わけですから、４年間でまず中間の総括を行い、また２回目の８年目経った時に、しっかりと

最終的な総括を行った中で、９年目１０年目と第６次総合計画に向けて骨太のものをつくって

いき、町が活性化する良い町に仕上がっていくというものをつくっていくんだろうというふう

に考えるんですが、この辺について５年目でこういった予算つけて、ローリングをやるという

ふうに事業費としては見えるんですけども、会議の中身が１回、２回。年次によって２回。今

年は１度しかやっていないということ。これはもう少しですね。今の状況を考えた場合、中身

の濃い審議会を早急にやるのがベストだと考えますが、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 基本的に総合開発審議会というのは、町の重要事項の決定なり参考御意見をいただくという

ような会議でございますので、総合計画の策定なり、総合計画のローリングなりというのは、

総合開発審議会から総合開発審議会の指示なりによって議論される臨時委員さんの会議の中で

具体的な中身を審議していくということで、ご理解願えればなというふうに思っております。 

また総合計画というのは町の１０年間の基本理念でございますんで、町長の任期や議会議員

の任期に合わせるといったようなものとは若干正確を異にするものかなと思っています。いわ

ゆる町民生活の１０カ年の計画ですので、そこの基本理念を４年ごとということではなかなか

区切れないというのが事態でございますので、ご理解願いたいというふうに思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 総合計画というのは、１０カ年の計画でありますから、当然課長が言うのもわかりますけど

もこの１０カ年の総合計画を立てたからそのままいくということではなくて、やはり中間年度

でもう一度見直しをかけるなり、今までの総括を行った上で良いまちづくりをしていくってい

うのがベターではないですか。いかがですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 そういったことをですね、今回５年目の２７年度に次の５年に向けてのローリングをしてい

くという考えでおりますので、今池下議員の御指摘があったとおりで、今進んでおりますので、

御理解願いたいというふうに思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 地域おこし協力隊事業について、ちょっと質問したいと思います。新たな取り組みな訳でご

ざいますが、審議資料の中にも事業の内容なり効果等書かれているわけですけど、２名の方を

採用してっていうことなんですけど、町のこの新たな取り組みとしての若干ちょっと考え方と

いうのをちょっと聞いておきたいなと。 

特別な形で都会の方から呼んでということでやっているわけなんですけど、地元にもそうそ

う仕事がないわけでございまして、特別なことをしない限り、じゃあしたらうちの町にいる人

間でも対応できるじゃないかみたいなことでは、僕はその地域協力隊っていうことにはならな

いと思うんですね。そこらへんにつきまして、幾分かどのような考え方があって、どのような

形で動いてもらうよっていうことをありましたらちょっとお聞かせ願いたいなと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 基本的な地域おこし協力隊の総務省が考えるところの目的・理念につきましては、都市近辺

に居住する若年層の方々を地方に呼び込んで３年間の間、地方で地域振興なりの業務を行って

いただくと。究極的にはそこで起業をして地方に定住、定着していただくと。基本方針であり

ますけども、現在そこまでの成功例はどの地方でもなかなか難しいようでありますが、しかし

ながら都会都市近郊の若年層の方々が地方で生活なり、仕事なりをして新しい風を呼び起こし

て、地域振興の役割を担っていただくという基本理念のもと、うちの町も取り入れていくとい

うようなことでございますので、今、町が雇用している嘱託職員なり臨時職員とは、性格を異

にするものだというふうに考えています。そんなことで今後総務省も今１千５００人の協力隊

の隊員を、３千人にするというような方向性もございますんで、私どもの町もこれを機に成功

例が生ずればですね、この人数を増やしていくということも考えられるかなというふうに考え

ております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 
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○３番（勝又武司君） 

 町の考え方として、聞かせていただいたわけなんですけどね。いろいろ事例を見ますと成功

している事例もあれば、なかなかきちんとした形で機能してないような感じの採用をされた部

分もあるみたいです。問題はきっと受ける側のサポート体制じゃないかなと思うんですよね。

恐らく夢を持って来ると思いますので、そのことできちっと住民に溶け込んでひとつ町おこし、

そういうことに貢献できるような形のサポート体制。そういうものだけはきちっととっていた

だきたいなとそのように思う次第です。決して都会の雇用斡旋事業ではありませんからそうい

うことも含めて、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 私ども勝又議員の方おっしゃったことは、一番大事なことかなというふうに考えております。

町のサポートが、今年初めてやる事業の成功失敗を左右するものかなというふうに思いますの

で、十分なサポートを取って３年後はここに定着して起業ができるという形に持っていけるよ

うな形で、サポートしていきたいなというふうに考えております。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今の地域おこし協力隊について、ちょっとお伺いをしたいと思います。２名の男女の方、今

回採用ということで、契約がなされているわけであります。そういった中で審議資料の中にも

記載されているように、定住移住そしてまた商品開発、促進販売。そういった今まで観光協会

の方に委託をしていた事業が、今度観光協会とそれから町でこの地域おこし協力隊について、

観光協会とどういう連携をとって進めていくのかなと。今後のそういった運営というか事業内

容についてお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 今回の２名の協力隊員の関係につきましては、今田中議員のおっしゃったとおりですね、地

域振興なり、観光振興なりの役割を担っていただきたいというふうに考えています。したがい

まして、観光振興の部分でいけば、観光協会と連携をとりながら観光協会にもサポートしてい

ただいて、その役割を彼らに与えるというようなことも考えております。今後、いろんな形で

観光協会なりと連携をしていかなければ、なかなか仕事は進んでいかないと思いますが、これ

町の主体性も十分にとりながら連携していきたいというふうに考えております。以上でござい

ます。 
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○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今の答弁の中では、その観光協会に２名を預けるというような形ではなくて、町は町の考え

も十分取り入れながら進んでいくと。連携をとって。そういういった方向の理解でよろしいで

すね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

当然任命権者といいますか、町になりますんで、町が主体的にその職務内容等々精査しなが

らやっていきますが、具体的な現場の仕事なり、なんなりになっていくとやっぱり観光協会と

連携とらなければ中々進んでいかないというふうに考えておりますので、そのような形で連携

しながらということで進んでいきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。はい。 

 

○１番（前中康男君） 

 地域おこし協力隊に関連してなんですけども、今回９４８万３千円ですが、中で先ほど課長

から答弁もありましたけども、サポートをしていくんだと。そういった中でサポート業務委託

料という形で、今回計上されているわけなんですけども、これに関して、詳細な中身というか、

そういう取り組みがあれば、説明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） 

 具体的には、地域おこし協力隊のそのサポートということで、それに精通した団体がござい

ますんで、そこと連携しながら、協力隊の隊員の研修なり、日常的な業務のいわゆるカウンセ

リングですね、カウンセリングを含めた形で、具体的には採用の際もそうでしたが、北海道観

光まちづくりセンターというところと業務提携しながら、業務委託をしているところでありま

すが、かなりの数の地域おこし協力隊のサポートをしておりますので、そういったそのノウハ

ウあるいはまた相談体制は整っておりますんで、そこに業務を委託して行っていくということ

でありますんで、ご理解願いたいというふうに思っております。 

 

○１番（前中康男君） 

 今の説明からすると、業務に関するサポートということで、スキルアップ研修をそのセンタ
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ーで実施するのかなと言う説明かなと思うんですけども、そうなると当町から一旦離職ではな

いですけども、不在の期間があるのか。交互に１名派遣という、その計画性をもって派遣にな

ると思うんですけども、そのような考えでよろしいのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 基本的には１年間の中間時点で、２泊３日程度の研修会を予定しております。札幌あたりで

の研修会、それから日常的には情報通信といいますか、メールを使いながらですね、フォロー

アップをしていただくということもありますんで、そういったことでのフォローというような

ことでご理解願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 もう一つ関連なんですけども、車の貸付料、予算の中で計上している訳なんですけども、こ

れは業務の中で使用する車両かなと思うんですけども、日常的には個人的所有の車も今後ある

のかなと思うんですけども。あくまでもその車両の管理運営は原課の中で執り行って車を利用

するって形でよろしいんでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 御案内のとおり、この地に住む方々はですね、車がなければどこへも行けないというような

状況もありますんで、基本的には活動のための車両ということでありますが、日常的な買い物

なりにも使うこともできるような形で、そこはきっちり線は引かなきゃいけないんですが、そ

ういったことも考えております。活動のための車両プラス日常的な生活のための車両というよ

うなことも含めた形で考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 そこは大変重要なところかなと。万が一事故等々が発生したときにやっぱり行政としての責

任も問われる部分があるので、そこはきっちりとやはり精査しながら執り進めていただきたい

と思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 御指摘の点、考えながら対応してまいり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） 

 関連してなんですが、地域起こし事業そのものに関しては国が主体でやっていく事業だと。

こういう中で、前向きな形でその効果の出るような本当の方法で定住されるような環境にあっ

てほしいとまず思います。 

私はこの事業と同時に、地域起こしのことを考えたときに、清里から出てって、あるいはふ

るさとに帰ってこの町を盛り上げたいと思っている人がもしかしたらいるんじゃないかと。こ

の事業を否定するんじゃなくて、この町に育ち勉強し、社会へ出てって、もう一度、いろんな

事情でふるさとに帰ってきて、ふるさとを元気にしたい。こういう人方を町が主体で事業展開

をし、地域を起こしていく。こういうことを同時にして進めていく考え方はないのかどうか、

ちょっとお伺いをしたいと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 御指摘のとおりですね、当然Ｕターンをしてこの地に帰ってきて、この地の役に立ちたいと

言う方も多数いらっしゃるというふうに思っております。そういったことも含めて、この地域

起こし協力隊は、都市近郊の若年層を対象としているということでありますし、加藤議員御指

摘のこの地から１度出てって、またこの地に帰ってくる方々をどう取り入れて、一緒に地域を

つくっていく体制が今後当然必要となってくると思いますけども、今のところまだそういった

具体的なアイデアはございませんが、必要性については、十分認知していると理解していると

いうことであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 先ほど勝又議員も言われていましたが、都会の若者の雇用の場の場所だけでは、これ困ると

思うんです。地域起こしは、基本的にこの町・このふるさとをどうやって将来にわたって元気

に過ごしていくか。この観点を持ったときに、そこで育った人方の思いがあります。この地域、

私たちのふるさとにある課題は、限りなくたくさんあります。この課題の中からやっぱり、若
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者の職業の場所、生活の場所を確保すること。これが基本的に地域起こしの一番大事なことで

す。国が言われているように、やっぱり自から、この地域の中の部分について、さしあたって

無いじゃなくて、そのことをどういうふうにしたら、地域おこしができるのか。それはここに

住んでいる主人公が、まずは努力とスタートをかけていないといけないと思います。そのため

のサポートとして、この事業があっていいと思います。ぜひ、その具体的な取り組みについて、

前へ一歩進めていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 いろんな形のものが考えられるのかなと。一例を言えば地元出身の採用枠ですとか、これは

現実的にできるかどうか分からないですが。例えばうちの町職員においても、地元雇用枠です

とか、うちの企業でも地元雇用枠ですとか、そういった形が今後考えられることがあれば、そ

ういったことを取り入れていくことがベストなのかな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） 

 新規採用の地元枠ということに限定されることなくですね、いろんな形で今事業が展開され

ていること、例えば福祉事業の中における、町長の考え方の中にケアハウスなりということも

目的としてある。でも、今現状としてあります社会福祉施設に携わる従業員の方々というのは、

大変な労働であり、いろんな支援の方法がもう少しないと定着しない。万度な形になっていな

いと思います。あるいは焼酎事業であったり、いろんな部門がある。今回言われている地域起

こしの中に、定住観光だけじゃなくて清里の本来住んでいる環境の中から、そういうものをい

ろんな形で努力していく。こういう形でＵターンなり、いろんな勉強をしている人が地域に帰

ってくるということが、私は大切じゃないかなと。その職員の町民の枠だとか、そういう形に

捉われないで、そういうことも大切ですけど。もうちょっと具体的に大変ないろんな部分、こ

ういうものをやっぱりいろんな形で。例えばゆいまーるやいろんな団体で地域起こしを一生懸

命やっている、でもそれは職業の方、もう一方の方向の中でその働く場所の作り方っていう。

これはちょっと捻ると、たくさんあると思うんで、是非そういうことも努力をしていただきた

いなと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

今加藤議員のアイデアもございますし、いろんな形でのＵターンをして、地域で地元で活躍

したいといった方々の受け入れをどうできるかというのも、今後重要な課題として取り組まな
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ければならないのかなというふうに考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 皆さんから地域おこし隊のいろいろ意見が出されたんですけど、これ３年間ということで、

３年の間に、住民みんなで手助けして自立できるようにしていくことが、まず第一歩で、次の

地域協力隊を育てるためにも、住民みんなで育てていく必要があるんでないかなと思うんで、

今んところやってみないとわからないので、みんなで助けて成功させるように進めていただき

たいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

今、担当レベルで話しているのは、この新たに来る方々２名の方々に対してですね、まずは

地域に溶け込みなさいと。地域でかわいがってもらって、いろんな技術やその考え方を受け継

いで勉強、学習して、この地で生きていけるノウハウを得ていただきたいなというふうに思っ

ております。そういったことで、澤田議員の御指摘のあったとおり、暖かい目で見ていってい

ただきたいなというふうに考えております。以上で終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。 

次に移ります。 

４項庭園のまちづくり事業費・１目ふるさとの森づくり事業費。５３ページ。 

前中康男君。 

 

〇１番（前中康男君） 

 この事業２７年度をもちまして、５カ年の最終年度かなと思います。それなりにふるさとの

森としての位置づけ、大変効果を期待しているところでありますけども、若干倒木、あるいは

ネズミの害等々で補植を要する部分、現実現下の中では補植もされているとは思うんですが、

２７年度最終年度をもちまして、次の年度に移行する中で、この森のあり方をどう捉えるのか。

今現況の中でどう推進するのか。よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ふるさとの森事業の関係でございますが、ご指摘のとおり、２７年をもちまして、一応５年
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の計画は終わるということでございます。この計画につきましては、２７年度に終わるわけな

んですが、新たな森づくりということで、今、江南の牧場跡地ということで、現在さくらの森

で実施しているところでございます。これが２７年度で用地的にもなくなってくるという部分

もございます。そして新たな土地について、現在土地を今検討しているところでございます。

その土地につきましては、青葉の牧場跡地なり、江南の未利用地の牧場ということで考えてお

ります。先ほどの御指摘もございました部分で、さくらの森では、特に倒伐とか、倒壊してる

とか、そういう部分はないというふうに理解をしてるところでございますが、町有林の関係で

ネズミの被害だとかが起きている部分もございますが、今後町有林の植樹の関係につきまして

も、生物多様性で針葉樹と広葉樹、これら両方含めた中での植樹を考えながら森づくりをやっ

ていきたいなというふうに考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 はい。前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 補植を要する部分はないとは言えないんじゃないのかな。若干やはり倒木で、今年特に雪が

多いということで、また倒伏されている苗木が今後出てくると思うんですけども、それと絡め

てなんですけども、ちょうどさくらの山の下に小家畜のなんていう蓄舎っていうんですか、そ

の小屋があるんですけども、僕が議員になってからあの小屋どうなっているのかというのが、

いまだにちょっと見えない部分なんですけども。その辺も含めてトータルなさくらの山の中で

あの小家畜の畜舎というんですか、小屋っていうんですか、それを考えているのかいないのか

というのをここでお聞かせください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 先ほどの倒木の関係ですが、今回雪が多いという部分で、若干これは出てくるのかなという

のは、懸念されるところでございます。それにつきましては補植なり何なりで再建を進めてい

きたいなというふうには考えております。 

あとちょうど江南牧場の部分の、昔ヒツジの放牧ということで活用していたところでござい

ますが、これについては現在のところ未利用であるとの御指摘でございます。これらの関係に

ついては、何か活用できる方策等を今後検討いたしたいと考えているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ次に移ります。 

２目花と緑と交流のまちづくり事業費。５３ページから５５ページ。 

加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 ふるさと会交流事業。この件について毎回質問しているような感じもするわけですが、どう

いう形でどのようにそれぞれ東京、札幌、北見に経費をかけているのか。そしてどういう方々

が実際に行かれているのか。これについてお伺いをしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ご案内のとおりふるさと会は、東京・札幌・北見それぞれ会員の方が自主的に活動されてい

るということであります。この会の活動に対して、町から日常的なわが町の応援をしてくださ

っているという方々の集いに対してですね、支援をさせていただいているというところであり

ます。 

御指摘のどういう方がということでありますが、基本的には東京、札幌清里会に関しては、

町長なり観光協会なり商工会なり農協の組合長なりというような方々が行ってですね、親しく

町の情報を提供して、交流懇談を行っておるというのが実態でございます。 

予算につきましては、ふるさと会の育成費ということで、東京清里会については７万５千円

ほどで札幌清里会、北見清里会につきましては、それぞれ３万円を経費支援しているというこ

とでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今７万５千円、３万円、３万円という数字があったんですが、これ以外にかかっている諸経

費、あるいは印刷料とかそういう部分についてはないんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 東京清里会の総会の議案等々に関して、ご支援をしているということでございます。都度金

額については、変わっていきますが、それぞれ７万円程度の印刷製本費を予算化しているとい

うのが実態でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 東京だけに７万円なんですか。各地区それぞれ７万円ずつ出されているんですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 印刷製本費につきましては、東京清里会のみでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 はい。加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 私は非常に大切なことだと思うんです。ふるさと会を支援していくのは。一番最初に課長の

答弁に自主的な団体ですとあったわけですが、予算の内容をみるとなぜこんなに大きな差があ

るのかなというのが１点。それと毎年のように町の代表として行っておられると、これ否定は

しませんが、清里ふるさと会は、清里町の応援をしてもらうためのものであって、ふるさと会

を町が応援するものでは無いと私は理解するんです。相互関係は必要ですが、主体性はどこに

あるのかということだ思うんです。確かに町の情報やいろんな提供することは大切です。でも

今は、ホームページやいろんな催しやそういうものにお金かけて、どんどんどんどん逆にふる

さとに帰ってきてもらう事業の展開。この辺は、今年の執行方針の中で、いろんなことの見直

しをするとなっていたんですが、それが今年度どのように見直しをされ、２７年度の事業計画

に加わっているのか、変わっていくのか、伝わっていくのか、それについてお伺いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 １点目の東京清里会に対する支援の仕方、支援の金額といった部分でございますが、御案内

のとおり、東京清里会と申せど関東近辺にですね、かなり広範囲に散らばる本町出身者の方々

をまとめていかなければならないといった部分でいけば、札幌や北見と状況的には全く違うと

いうふうな、私どもの理解でございます。また会の成り立ちもですね、ある意味行政主導で、

会をつくってきたといった部分もございますんで、そのへん今後、完璧に１００％自主的な団

体として扱っていく部分では、若干まだ時間期間が必要なのかなという押さえでございます。 

また新たなふるさと会の取り組みというような部分でいけば、今年１月にふるさと大使とい

うことで岡崎朋美さんをご委嘱申し上げたところでありますが、そういった新たな取り組み

等々もございます。そういったことでご理解願えればなというふうに考えております。以上で

ございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

岡崎朋美さんの関係は大いに歓迎をしないとならないと思いますし、もっともっと具体的に、

あるいは町として支援していくなり、本当に効果の出る大使の役割のあり方、この辺十分に検

討していかないと思いますが、今私がお尋ねしているのは、この会のあり方の部分で例えば、

ふるさと基金なんて話もありますけども、清里に思いがあれば、帰ってくる部分、非常に大き

いんではないかなと思うんですよ。そういう方々だけと固定しませんが、そういう中における

ふるさとへの思いの表し方に対しても、もっと積極的に努力をしていかなければならない部分

があるんじゃないかと。 

確かに東京に行って町のことを説明してくるのも大切ですけども、来てもらえるような環境、

こちらへ来てもらえば、こちら側での事業への参加やそういうことに対する経費の使い方。こ

ういうものが、ふるさとでの効果があるような気がするんです。 

別に私は逆に町長や議長や職員が行っているのがダメだと言っているんじゃないんです。で

きれば、いろんな人が行けるような、そして住民とふるさと会の人方が実際に行くだけじゃな

く、来てもらう努力。この努力をぜひ方向転換と言いますか、その部分にウエートをかけた取

り組みをしていただきたいんですが、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ふるさとを訪問したり、ふるさとに来てもらえるような何か手だてをする必要があるんじゃ

ないかというご指摘でございますが、当然そういったその試みもしていかなければならないの

かなというふうに考えております。御指摘のとおりだというふうに思っております。 

また今般、ふるさと名物プレミアム券というんですか、ふるさとの名物を町外の方に。ご提

起を申し上げて、ふるさとの名物を購入していただくというような試みも、このふるさと会を

中心に行っておりますんで、そういったことも含めて新たな関係性も築いていかなければなら

ないのかなというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ここでなくて、それはまた次でやりたかったんですが。今、課長の方から清里の特産品をふ

るさと会を通じて広めていきたいんだという提案があったんですが、私はそこは否定しないん

ですが、今回の事業、観光協会に委託をしてやっていくわけですが、別にふるさと会じゃなく

て、例えばインターネット配信で、清里に興味やあるいは食べてみたいという人に一斉にどう

ぞと先着何ぼで止めたっていいじゃないですか。どうも限定して、事業の展開をしたがる。そ

うじゃなくて、清里町は北海道オホーツク海の端っこかもしれないけど、全国・世界に向けて

っていうのが焼酎の売り込みですから、是非それに合うような方法でその進め方に関しても、

そういう人方を限定することなしに、国民全員に対して平等に募集して、申し込んでください。
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こういう方法が、逆に大切な部分だというふうに思うんで。その辺の事業展開、予算が足りな

ければ、また新しい取り組みの中でどういう形がこのふるさと清里を愛され、来てもらえるか。

そして経済効果につながるか。言葉で何ぼやっても、そのことが結果として、定住移住やいろ

んな事、花緑いろんなことをやっている結果として、この町の経済効果に少しでもつながるよ

うなここが最終目的です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

温かい励ましの言葉かなというふうに思っております。今回のふるさと会会員の対象という

ようなことから、次のステップで加藤議員の御指摘のあった形で、もっと広範囲な形でふるさ

との名物を買って感じてもらう必要があるのでないかというようなことでございますので、次

のステップとして考えていかなければならないことと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 空き家バンクについて少しお伺いをしたいと思います。昨年からの事業と今年事業化と思わ

れるわけでありますけども、最近私も特に空き家、空き店舗が徐々に増加の一歩をたどってい

るのかなとそんなふうにこう感じているところであります。そういった中で、今回この空き家

危険家屋といいますか。そういった部分についての適正な管理をしていくといったことが謳わ

れているわけでありますけども、具体的にどういった管理をしていくのか。私も今まで空き家

については、灯油タンクだとかが灯油がそのまま半分位入っていて、そのまま放置されている

として、何年もいないんだけども隣りの人はそれが火災の原因になると大変危険でこれどうに

かならないかと。またトタンが飛ぶとか、そういった話も聞いているわけでありますけども、

こういった部分でどういった管理をこれからされていく予定なのか。その点について、お伺い

したいと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 基本的に町が行っている空き家バンクの業務の中身につきましては、既存の空き地・空き家

を調査する調査活動。その調査したものについて所有者との協議の中で、売買になり、賃貸な

りを希望する方々との間をつないでいくという役割、それから今後のことになろうかなという

ふうに思っておりますが、今、田中議員が御指摘になった危険な空き家等々については、その

所有者がわかれば、そこに注意喚起を行っていくということも含めた形での事業を考えており

ますし、今後そういった取り組みを行っていきたいと考えております。以上でございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

今後そういった取り組みを行っていきたいと。所有者がわからない場合もあろうかと思うん

ですけど、町としても大変な作業かなとそんなふうに思うわけであります。今後わかる部分は

それなりに町の方からなのか持ち主に連絡をとって処理、対処できることについてはしようと

いう指導は可能かなと思います。 

なかなかこれ、家を壊すのにも分別だとかで大変費用もかかるわけであります。そういった

中で我が町ばかりでなく、他の町村も大変問題になっている事項かなと、そんなふうに思って

いるんです。そういった中でやはり壊す、そしてまた壊して更地にするとまた税金の面で固定

資産税の面も今度高くなってくると。そういった問題も聞いているわけですけども、そこら辺

今後十分検討が必要な問題かなと思うわけですけど、そこらへんについて町としてどう考えて

おりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 田中議員ご指摘のとおり、個人の財産の部分でございますので、なかなか微妙な部分がある

のかなというふうに思っております。そんなことで、どこの町村もそこの空き家の危険空家の

部分での処理の関係処理に対する補助なり、何なりの関係では、なかなか一歩踏み込んでいっ

た形がとれないというのが現状でございます。十分考えなければならない検討に値する課題だ

というふうに思っておりますので、今後の推移を見ながら、対応してまいりたいというふうに

考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 この問題は、今後検討していくということですけども、この検討もやっぱり早急な課題とし

て、そのうちでなくて、やはり緊急性を持った課題かなと。そういうふうに思っているんで、

是非そちらのほうも検討をお願いしたいと思います。それとあと空き家バンク、まだ利用でき

る空き家、これを観光協会に委託をして、努力していただいてるわけでありますけども、空き

地空き家の実績といいますか、移住定住につながった実績というのがもしあったら。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。はい。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 ２６年度の空き家バンクの実績でございますが、２件ほど、空き家バンクを通じて現在交渉

中のところがございます。今ホームページに載っている物件だというふうに考えますが、道外

の方々２件が交渉中ということであります。また民間の住宅でございますが、道内から単身で

入居された方、また斜里町から来られた方々といろいろありますが、現在のところホームペー

ジに載っている２件の物件については、所有者と希望者が交渉中という実績でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 花壇と植樹帯等の整備事業について、質問いたします。花と緑と交流のまちということで、

この事業も定着しまして、夏から秋にかけて満開の花を見たときに一つの達成感そういうもの

を感じるところでございます。 

ただすっかり定着しているわけなんですけれども、やっぱり影の声として管理とかそういう

ものも、高齢化してきて大変だというような話が一部に聞こえます。されど花を見たときには

達成感を含めて、喜んでいるような部分もあるのかなと思っていますけど。影の声を捉えた時

に、ただいつまでもそういうような状態で続いていけることなのかなという、ちょっと懸念が

あるんじゃないかなと思っています。その中で種をまいてなり、また苗を植えてということな

んですけど、若干永年性だとか、宿根性のもの、そういうものにシフトする形の中で、若干軽

減されるんであれば、決してその事業を縮小してとかそういうことじゃなくね、現状のものを

維持して、確かにお客さんに綺麗という感じの感覚は、得てもらっているような部分があると

思うんですよね。それを続けていくってなるとその負担軽減というものをどういう形でとって

いくかということも、これから視野に入れて取り進めていかなくちゃいけない部分なのかなと、

そのように感じる次第です。その中でこれからいろいろ考えていかなくちゃいけない部分です

けど、一つ宿根性の、永年性のようなものも取り組んだ形の中で庭園づくりというか、花壇づ

くりも一つ提案していきたいなと、そのように考えている次第ですけど、町側の考え方をお聞

かせください。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問でございますが、植樹帯の関係ある程度定着してきているというのは、実

感としても湧いているところでございますが、確かに年数もかなり経っておりますので、実際

にやられている方々も高齢化してきているという部分で、かなり維持管理非常に苦労している

という部分があるのも実態でございます。そんな中、植樹帯の関係でございますが、フラワー

マスターの方とも、いろいろお話をしながら進めているところなんですが、一部多年草なり、

宿根草等利用いたしまして、ある程度、種まきだとかそういう部分が簡素化できるような形で

の工夫も考えていかなければならないだろうということで、２７年度からはそういう部分を取
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り入れながら、実施をしていきたいなというふうに考えております。これにつきましては、町

の植樹帯等の関係について、全体的に広めていきたいというような形で考えているところでご

ざいます。 

また、維持管理の部分で高齢者、高齢化しているということもございますので、この関係今

までもある程度皆さんのボランティアという形で実施していただいたということもございます。

これについても今後何らかの方策は考えていかなければならないところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 そういうものも考えていくということでちょっと安心したような部分なんですけど、事業と

して成果をきちっと上げている部分かなと。来客したお客さんにも喜んでもらえるという部分

がありますので、決してそれを縮小とかそういうことじゃなく、また形を変えて今のことを維

持していけるような形が取れるんであれば、僕はベストかなと。そのように思っておりますの

で一つ検討のほどよろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご意見参考にいたしながら事業を推進していきたというふうに思いますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 田中議員からも空き家のことで質問されておりましたけども、実は聞くところによりますと、

実際には空き家があってそこへお訪ねしていくとそのままにしてくれと。こういう話をされて

いる方が実際にいるわけですけども、建物なんかについても、先ほど言われたとおり、固定資

産税がかかる。これ戸数的にどのぐらいの空き家があって、これ全部、固定資産税徴収されて

おられるのか。そこら辺わかりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今の村島議員の御質問でございますが、建物については固定資産ということで、これは

付加させていただいております。戸数的なものは、今ちょっと資料を持っていませんので、ち
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ょっとお答えできませんが、基本的に住宅については、当然固定資産税をかけさせていただい

ていると。ただし土地に対する固定資産税として、建物が建っている場合、小規模住宅であり

ますと、６分の１の減免があると。またそれ以上であれば３分の１の減免があるという形で、

土地の方の固定資産税としては減免措置がされているということでございます。 

ただこの間の委員会でも御説明したのですが、平成２７年度の国の税制改正におきまして、

この辺の特例措置を廃止するような法検討もされているということでございます。これが国会

等々で審議され、法案として成立された場合、こういう特例措置がなくなってくる可能性もあ

るのでないのかなと。ただそうした場合、どういう建物が危険建築物なのかどうだとか、その

辺の判断が今度町村に任されるというか形になってくるのかなと。そうなった場合の基準です

とか、だれがどう判断していくのかとか。その辺の体制をしっかりと構築していかなければな

らないというふうに現在は考えております。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

その税金については、減免するとか言われましたけれども、現在該当する戸数などは分かっ

ていますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 家屋等の固定資産税の棟数でございますが、今現在木造総数で２千棟ぐらいでございます。

あと非木造で約１千４５０棟。両方合わせますと約３千４５０棟の家屋等に課税をかけていま

す。そのうち先ほど言った減免措置等々がございますんで、実際課税されている住宅等につい

ては、約３千４００の住宅等に課税をさせていただいているという状況でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

他、ありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 はい。田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 空き家バンクの予算には関係ないのかもしれないですけど、ちょっとお聞きをしておきたい

と思います。旧美里の学校の教員住宅が１棟残っていると思うんですけど、そばまで行って見

たことはないですけど、周りに草木が生い茂ってそのまんまの放置状態になっているのかなと、

そんなふうに思えるわけであります。そこで壊されない理由があるのか。それとも費用の問題

があって残っているのかどうなのか。町の所有物としては見るに忍びない状況でおられるわけ
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なんだけど、そこらへん、どうなのかちょっとお伺いしたいと思いますけども。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 旧美里小学校の教員住宅の件でございますが、あの物件につきましては現在個人の方と賃貸

の契約を結んで賃貸しているという状況でございます。しかしながら御指摘のとおり、もうだ

いぶ年数も経っているので、町としてもある意味処理をしたいということで契約の解除を申し

出たところでございます。２６年度中ということでお願いしたんですが、中にいろんなものが

入っているというような状況もありますんで、２７年度いっぱいで何とかしてくれないかとい

うことで、お話ありましたので、２７年度中に契約を解除して、整理していこうと考えており

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 都市農村交流事業ということで、これは昨年から比べ、かなりの予算を上げているというふ

うに見ています。この中の明細を見ますとゆいまーるの関係の方々がかなり出席をして頂ける

というふうにみているんですが、この場でしかお話できないのかなというふうに思うんですが、

これらの関係と町との関係はどんなふうに支援するのか。ゆるキャラの関係は別の団体でやっ

ているんで、支援は無いのか。つくるときには町からのお金を多少という部分があるんですが、

これからいろんな事業の中で、参加していただけるというふうには私どもは思っているんです

が、そこらへん町としてどういう考えをしておられるのかお聞きしたいと思いますが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今の御質問でございますが、都市農村交流の中でゆいまーるなり特産品の部分での新た

なグループが出来ております。その中でいろいろな事業に参加して頂くということで、町の方

からの旅費等々の支援を計上させていただいているところでございます。この中でゆるキャラ

等の出場も検討していただくという形です。ただ事業が重なったりした場合については、ゆる

キャラについても一体しかないという部分もございますので、それはその時、その日で協議し

ながら行っていくということで、町としてはできる限り各種イベント等に参加していただける

ものについては、協力をお願いしながらやっていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 



84 

○５番（畠山英樹君） 

 いろんな事業にいろんな形で出ておられているという部分でありますが、清里のキャラクタ

ーは、誰でも入れるっていう造りではなさそうに感じたんです。で要するに誰かにお願いして

入るんだろうと。それも大きな方じゃダメだろうし、重たいので女の方も出来ないだろうと言

ったら、本当にこの会員の中で、ずっと旅費だけで参加してもらえるのかという部分。これに

ついてお聞きをしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ゆるキャラの大きさの関係もございます。誰でも入れるという部分はございません。現在の

ところ３名程度が対応できるということで聞いてございます。交代での参加ということで、ゆ

るキャラが行くとなると１人で会場に行くことも大変です。準備の関係ということで、最低で

も２人なり３人は必要になってくるという部分で、ゆいまーるの会員の中でそれぞれいろんな

行事等参加している部分で、人選をいただいて協力いただくという形で、実際的には大体３、

４名程度の旅費という形で計上させていただいているところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 そうすると町との関わり合いっていうのは、当然旅費を出すっていうふうな捉え方でよろし

いでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 あくまでも地域の若者によります任意の団体ということでございます。その関係につきまし

て、ゆいまーるの部分については、独自で活動されている部分がございます。それにプラスア

ルファと観光協会なり商工会なりそういう部分での支援もあるかというふうに思うんですが、

町の方として、旅費を支給していくという形で、支援をしていきたいということで今回計上さ

せていただくところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 それでは観光協会、その外部団体が、別枠に何かしてあげているっていうふうに理解してよ
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ろしいでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 地域振興、企画振興にかかわる部分でございますので、私の方から答弁させていただきたい

と思います。基本的にゆるキャラ、きよっぴにつきましてですね、ゆいまーる清里の方々が自

主的に企画、立案しながら活動されているというようなことであります。ご案内のとおり、町

の観光なり、町の振興なり、町のイベントなりというような部分で積極的にかかわってきてく

れるキャラクターでございますので、活動の中身を精査しながらですね、積極的に支援してい

くというのが、この町の役割だというふうに考えております。したがいまして今後、町の公認

のキャラクターとして、どうして行くのかという部分の課題も残っておりますので、この辺も

精査しながらこのゆるキャラの扱いについて、考えていきたいというふうに思います。 

３名４名云々言っておりましたが、キャラクターとはロマンのあるものなんです。この場で

生々しい話をすると子どもたちの気持ちも萎えていくのかという気持ちもありますので、積極

的に町は支援していくということで、ご理解願いたいというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 当然夢のある話なんで。ただやるのが２、３人。それで町は積極的にという部分、要するに

全員が出来るわけがないんです。そして皆さん職業持っているんです。その中でずっと町のた

めにと協力してくれるかと言ったら、それは町も何をするのかなと。具体的に提示をしてもら

わなかったら、いつの間にか辞めてしまったよってことにはならないんで、その点についても

協議していただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 畠山議員御心配のですね、尻切れトンボにならないような形で、町も関わっていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 交流という形で、鶴ヶ島との関係の指摘がありましたけども、私も一昨年参加しましてゆる
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キャラのマスコットさん、本当に一生懸命頑張っていたのを、今も目の中に思いだしておりま

す。やはりそのＰＲ効果、現実の中で、当初持って行った新しくリニューアルされた焼酎は、

ものの２時間もかからず全部完売。そういう中でゆるキャラの人たちが誠心誠意、一緒になっ

て販売努力、これは本当に敬意を表するところでございます。 

この交流事業、町長が掲げる花と緑と交流の町づくりという大名目の中で進めているわけな

んですけども、今の論点の中ではこちらから行く交流ばかりのが述べられているんですけども、

やはりここは鶴ヶ島からこちらに呼び入れる、そういう施策を今後やはりきっちりと捉えなが

ら進めていくのが筋かなと思います。 

今原課の中でどのような考えをお持ちかわかりませんけども、ちょっとしたアイデアがもし

あるのであればこの場でお聞かせ願えると。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問、鶴ヶ島の関係でございます。近年は、こちらから一方的に鶴ヶ島への方

に参加するというような形が続いています。過去には向こうの方からも実際に産業まつりの方

に参加をしていただいて、一緒に産業まつりで、販売等をやっていただいたという交流を行い

ながらやったという経過もございます。 

今後、商工青年部こういう部分も鶴ヶ島の産業まつりに参加する中で交流していくというよ

うな形で向こうの方にも今回申し出をしたところでございます。この部分について２７年度中

なるかどうかわかりませんけども、向こうの方とも今後の取り組みについても検討していきた

いというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 各種団体とも連携をとりながら、その団体を当町に迎え入れる体制をという話かなと思って

おります。 

この鶴ヶ島市、恐らく７万ぐらいの都市かなと思いまして、平坦なところでたまたまそこの

地域におけるＪＡの専務さんとお話したんですけど、１００万人超えの組合員を抱えていると

いう大きな農村地帯ということで認識しています。組合員さんの方なんですけども、かなり清

里の焼酎に惚れ込んでおりまして、焼酎がもっとすぐ買える状態であればいいなって話はつぶ

さな会話の中で聞いた実態もあります。だからそういう部分もあわせて交流の中で考えていた

だきたい。 

そしてもう１点、大学もあるんですね、この近くに。その中にもお話の中にあったんですけ

どサフランを栽培していると。で当町との中で焼酎とっていう話も出ました。これがまず１つ

です。 

それともう１点農業地帯なんですね。子どもたちに、常に食に対する思いの中で農業を理解
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していると思うんですけども、教育現場での交流、ここは教育長なり教育分野の話なんですけ

ども、そういう部分の交流も模索の中で、提案していただきたいかなぁと思うんですけども。

ここの場では説明求めませんけども、多岐にわたった中の交流を今後検討していただきたいと

思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問でございますけども、鶴ヶ島市の方に焼酎取扱店が少ないという部分で現

在のところ、１店舗しかなかったという部分でかなり不便をおかけしているということでござ

います。これにつきまして２７年度の産業まつりの参加と同時に鶴ヶ島市内の取扱店との部分。

営業活動を実施したいというふうに考えてございます。あと東京圏での焼酎販売、これについ

ても今後販路拡大という部分ございます。その中で少しでも小売店が増えるような形での取り

組みを実施していきたいというふうに考えてございます。 

あとご紹介ありました、サフランの関係なんですが、焼酎工場での部分でそのサフランを加

工品として使うっていう部分については、いろいろ制約の部分もございますので、これは内容

を調査しながら、もし、検討できるものであれば検討していきたいと思うんですが、なかなか

焼酎の部分では、税務署、関係機関との調整がかなり厳しいものがございますので、そのへん

を踏まえながら検討していきたいというふうに思いますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 

 質問なければ次に移ります。 

３目豊かな田園づくり事業費。５５ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

５目徴税費・１目徴税費、５６ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ、次に移ります。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費５６ページから５７ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

７項選挙費・１目選挙管理委員会費から２目知事道議会議員選挙費・３目町長町議会議員選

挙まで一括質疑いたします。５７ページから５９ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

８項統計調査費・１目各種統計調査費、５９ページから６０ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 
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９項監査委員費・１目監査委員費、６０ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

ここで説明員交代となります。 

暫時休憩といたします。 

                               休憩 午前１１時 ７分 

                               再開 午前１１時１２分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費、６１ページから６２ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 はい。村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 社会福祉総務費の中の難病者支援需用費ということで謳っておりますけども、これ毎年伺っ

ているような経緯もありますけども、近年増加しているのか。減っているのか。そしてまたあ

わせて、難病者の数が分かれば教えていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 難病者等通院交通費扶助事業におきまして、通院交通費の扶助支援を行っている方につきま

してはおおむね３０人台半ばということで推移をしてございます。 

 

○７番（村島健二君） 

 増えているか。増えてないか。 

 

○議長（村尾富造君） 

保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ３０人台半で横ばいの状況でございます。 

 

○７番（村島健二君） 

はい。了解です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ次に移ります。 



89 

 ２目障害者自立支援費、６２ページから６３ページ。 

 （「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３目福祉サービス事業費、６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目老人福祉費６４ページから６５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目国民年金事務費、６５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２項児童福祉費・１目児童母子福祉費、６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。  

 ２目保育所費６６ページから６７ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 保育所についてお伺いしたいんですが、臨時職員の賃金がおよそ２千万というふうになって

おりますけども、現在、清里保育所と札弦保育所生徒数がまず何名程度いるのかお聞かせいた

だきたいのですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今現在の清里町立保育所に通われている児童の数につきまして、まず清里保育所でございま

すが、５５名。それから札弦保育所９名でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 生徒数を今お聞きしたんですが、これに対して臨時職員の人数は、各保育所、何名ずつおり

ますか。 
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○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 現在清里保育所におきまして、臨時職員は常勤としては４名でございます。札弦保育所１名

でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ２７年度からこの保育所の体制も時間等とかいろいろと変わってくるということが決まった

んですけども、この臨時職員の方５名おりますけど、具体的にどのような仕事をしているのか。

また責任を持たせたような仕事をさせていないのかどうか。その辺どうですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 臨時常勤の臨時の保育士につきましては、通常とおり子どもたちの保育を行って、保育士と

しての資格を持って、保育を行っていただいております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 例えば担任を持たせるとかそういった責任のある仕事をさせていますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 担任という扱いは、保育ですのでございませんが、各年齢ごとのクラスにおいて、主に見て

いただくということでは、月額雇用の臨時保育士２名の方については、それぞれ担当するクラ

スというのを持ってございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

 ということは２名の方は担任と同等の扱いをしているが、あと３名はしていないというふう

に捉えてよろしいですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 あと２名の方につきましては、正職員である保育士と一緒に担当するあるいは特別な支援の

必要な子どもにつくというような形での保育を行っていただいております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 昨今、清里町だけでなく少子化が進んでおりますけども、札弦が９名ということなんですが、

清里保育所と統合するというふうなことは、現在考えているのか、いないのか。その辺いかが

ですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 札弦保育所と清里保育所を統合するというようなことについては、今のところ考えてござい

ません。札弦は札弦での運営をしていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今現在考えていないということなんですが、今９名という札弦保育所は少ない人数なんです

けども、具体的に例えば５名になった時にするとかそういった話し合いとかもされていないと

いうことですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 子どもの数につきましては、今現在、清里町トータルで３５名程度の出生でございます。か

なり落ち込んでいましたが、今安定している状況で、札弦地区につきましても１０名弱程度は、
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今後とも見込まれるということで現在統合ということは考えてございません。またその５名に

一時期になったとしても、それが継続するというふうには考えてございませんので、今のとこ

ろは統合といったことは考えてございません。 

 

○議長（村尾富造君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３目子育て支援センター費、６７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となります。 

 暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時２５分 

                              再開 午前１１時２７分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費、６８ページ。 

（「なし」との声あり） 

なければ次に移ります。２目予防費、６９ページから７０ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 はい。池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 予防費のですね。予防接種事業費。これは２６年度とほとんど変わらない程度の予算なんで

すけども、この予防事業を行うことによって、国民健康保険の方と必ず連動してくると思うん

ですね。医療保険の方と。具体的にはなかなか数字が出ないのかなというふうに思いますけど

も、町民課長。答えていただければ、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 今池下議員の御質問でございますが、予防につきましては、いつも答弁をさせていただいて

いるんですけども、あくまでご自分というか自分自身が健康管理をしっかりしていただく。こ

れは大前提だというふうに私どもは考えてございます。ただそれにつきまして、町としてどう

いう対策が出来るのか。今言った予防接種ですとか、いろんな対策をやっているところでござ

いますので、それが将来的には国保の会計の方にも当然影響してくる。そして安定的な国保運

営ができてくるというふうには認識をしてございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 そういう事に関して、なかなか数字的なものは出せないかなというふうに思うんですけども、

やはり保健の方で予防接種また各種検診といろいろと町としてやっておりますけど、是非、国

保会計の方に十分浸透した予防接種事業をこれからも続けていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 予防接種事業、任意接種等も積極的に取り入れながら、行させていただいております。この

結果を受けての、今の国保での保険給付ということだと考えてございます。行っていなければ、

もっと保険の給付が必要であったんではないのかなというふうに考えております。この予防接

種事業につきましては、周知活動、効果の方を認知していただいて、受診率のアップを今後も

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（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 今池下委員の質問にありましたように、各種検診は補助している訳ですけど、実際その健診

率はどのぐらいなのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 予防接種受診ではなくて、検診率ですね。健診としては、国保対象、被保険者を対象に、町

は特定健康審査を実施しております。２６年につきましては、まだ集計されません。分母なり

が確定するのは、年度が変わってからになりますので、２５年度の数値で申し上げますが、特

定健診の受診率は３６．３％となっております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 結構低いなと思いますが、国保の会計の町民の健康を考えて健診の受診の受ける体勢を大い

に進めてあらゆる手段をとって啓蒙活動に努めていただきたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 健診対象者の皆さんには、直接受診の勧奨のお手紙を出してみたり、当然ながら広報、新聞

折り込み、この辺も実施しておりますし、一昨年からのぼりを立ててみたりというなことで常

にその受診率アップということで、念頭に置いて事業を実施しております。これにつきまして

も、今後もますます実施特定健診の必要性を認知していただけるようにですね、努力してまい

りたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３目各種医療対策費、７０ページから７１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目環境衛生費、７１ページから７３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目保健福祉総合センター費、７３ページから７４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２項清掃費・１目清掃事業費、７４ページから７６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

民生費、衛生費全体で質問漏れはございませんか。無ければ説明員交代となります。 

 ここで、議事の進行上、１時まで昼食休憩と致します。 

 

休憩 午前１１時３６分 

                              再開 午後 １時 ２分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費、７７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目農業振興費、７７ページから７９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３目畜産業費、７９ページから８０ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目農地開発事業費、８０ページから８１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目道営整備事業費、８１ページ。 

 （「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ６目清里地域資源活用交流促進施設費、８１ページから８２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ７目札弦地域資源活用交流促進施設費、８２ページから８３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ８目町民活動施設費、８３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２項林業費・１目林業振興費から２目自然保護対策費まで一括質疑します。８４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となります。 

 暫時休憩といたします。 

休憩 午後 １時 ５分 

                              再開 午後 １時 ７分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費、８５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目観光振興費、８５ページから８８ページ。 

 

○２番（池下昇君） 

 ８６ページのですね、パパスランド管理運営事業費についてお伺いしたいんですが、管理と

いうことに関して、パパスランドの駐車場の部分に関してなんですけども、最近、今年は特に

そうなんですが、雪が非常に多くて、子どもたちの通学路と面しておりますところに雪の山が

すごいということで、非常に子どもたちに対して危険ではないかという声が多数聞いているん

ですが、その辺のことはいかがですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 雪が今年は雪が大変多いということで、確かに駐車場と道路の際の辺り、かなり雪が高くな

っているというのが実態であり、通学路の部分については、歩道の関係については反対側にも

歩道があるということで、そちらを使いながら通学をしていただいているというふうに理解を

しているわけでありますが、駐車場の除排雪の関係につきましては、指定管理業者とも話をし

ながら、適時排雪をしてもらうような形でやっておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 その辺は指定管理の方と十分協議してもらいたいんですけども、実はあそこは道の駅ですよ

ね。車で通ったら道の駅の建物すら見えない状況にある。これ当町の唯一の道の駅であります。

必ずしも清里の町民だけがあの前を通るわけではありませんので、他町から来る人たちにとっ

て道の駅が見えない。これどうなんだと。例えば国道なんか走っていますと浜小の道の駅とか、

きれいに整備されていてきれいに見えるけども、うちの町の道の駅はそういった状況で全く見

えない。分かっている人は温泉入りに行ったり、買い物に行ったり、食事しに行ったりという

ことなんですが、そういうところをもう一度しっかりと考え直した上で除排雪の問題に取り組

んでいただきたいと私は思いますので、十分その辺検討してですね。速急に対処するようにし

ていただきたいなと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ご指摘のとおり非常に見えづらいという部分は理解してございます。この関係につきまして

は指定管理者の方とも協議をしながら、排雪の方法ですね、これらも考えていかなければなら

ないのかなというふうに思っております。排雪の関係につきましては指定管理者の方からは、

いろいろ予算の関係もございます。その範囲内で極力やっていきたいということで、２７年度

につきましては、協議しながらやっていこうと思っておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 
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○３番（勝又武司君） 

 関連なんですけど。今の駐車場の除雪の関係なんですけど、パパスの方に聞きますとやっぱ

り排雪するとなると、費用が７０万ぐらい５０万ぐらいかかると。それでこれ毎年のこと、そ

して最近は雪も異常に降るような部分もありますからね。そんなことも含めて、その毎年排雪、

確かに景観も悪いですよね。駐車場から斜里岳も見えないぐらい雪の山になっています。 

そのことも含めて、温泉熱もあるわけですから、せめて溶かして水にして流していくってこ

とも考えたらどうなのかなと。毎年５０万からそのぐらいの金がかかるとすれば、そういうこ

とも一つ考慮の余地があるんじゃないかなって思うんですよね。余りたまらないうちにどんど

ん融雪溝なりつくって、そこへ投げ込んでおくという形にした方が、僕は得策じゃないかなと

そのように感じるんですけど、そのへんどうでしょうね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 排雪の経費もか５０万ぐらいかかるという形で、現在その予算の範囲内でやろうということ

で行っているわけなんですが、融雪という部分で溶かすという方法もあるのかなと思うんです

が、これらについては、実施関係各方面とも協議をしながらやらなきゃならない部分があろう

かと思いますんで、もう少し検討させていただきたいというふうに思いますが、いずれにして

も排雪の関係、景観が見えない部分もかなりあるかと思いますんで、これについては指定管理

者とも十分協議をしながら実施をしていきたいと思いますので、ご理解いただきたいなと思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他ありませんか。はい。加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 パパスランドに、これ関連してなんですけど予算の中の機械借り上げ料１７３万９千円。こ

れ何の関係でしたか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

この機械借上につきましては、ポスレジの関係の機械借上料でございます。５年間の債務負

担行為で実施している部分でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 これ１年間の債務負担行為の金額だと思うわけですが、町が見ているという関係の中で、多

くのポスレジの関係の中のこの債務の関係の中でいくとすれば供用して使われているんであろ

うというふうに理解するわけですが、この部分というのは今、後とも基本的に町負担で行くと

いうことでよろしいですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 現在のところは、町の方でこの機械全部、店舗の部分とレストラン部分含めてやっておりま

すが、将来的にはこの部分を分けた中で整理をしていこうという形に考えているとこでござい

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今後ということはいつからの話なんですか。５年間の支払いが終わってからの話なのか。あ

るいはここ１年、２年終わったわけですが、現状の中から実質ポスレジで使っているだろう度

合い、数字と金額との割合というのが、ある程度把握が出来ているんだろうなと思うわけです

が、そういう環境の中からどういう形で行くのか、今後は見ていきますと言いながら、どうい

う形でどのようにしていくのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 失礼いたしました。今５年間の契約で機械リースしているところでございますが、この関係

については、５年後またこの機械をそのままリースするのか、新たな形になっていくのかこれ

らも協議をしながらやっていかなければなと。協定につきましては、２５年から２７年までの

間でやっているところでございますが、次回の更新のときに再度協議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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 これいろんな指定管理にも同じようなことが言えるのかなと思うんですが、地域の方々、町

でやられている指定管理を受けている業者等さんに努力をして健全なる経営をさらに、住民の
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サービスを踏まえてやっていってもらう、その中で最低限できるものは行政が負担を協力して

いくのは当然の行為だと。ところが、そういう今までのスタンスの中から今後行く中で、非常

にいろんな形の中で厳しさが増してくることを踏まえた上で、きちっと町が負担をしていかな

いとならない部分というのはどこなのか。最低限どういう形で今後ともこれに支援していく。

だけども、それ以外の部分といいますか、やっぱり独自に指定管理者が本当に指定管理として

受けている業者のメリット部分を有効に出してもらって、その施設の有効活用、さらに住民の

ため、あるいは利用者のためにサービスをしてもらわないとならない。そのことを踏まえて、

ある程度のけじめっていいますか。こう個人的に努力をしてもらう、経営的に努力をしてもら

う行為。こういう出来るのはしていく形でなければ、どんどんどんどん右肩上がりで景気は良

くなっていけばいいですが、その逆になったときに、行政の負担だけが課題になっていくので

は、これまた大変な問題も出てくる。その辺を十分に考えてひとつ前へ進んでいただきたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問でございますが、加藤委員がおっしゃられるとおりでありまして、施設を

有効に使っていただくという部分で、指定管理者が十分にその機能を発揮できるような形での

支援ができる部分も含めて話をしながらすすめているのと指定管理の募集時にもこういう部分

につきましては、応募者の考察の中でも確認をとりながら、指定管理者の指定という形で進め

ております。そういう部分を含めまして、今後もそういう形で進めていきたいと思っておりま

すので御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 産業まつりのことなんですけど、モトエカ広場に移ってもう２年目でマルシエの関係の出店

も増えているんですけど、緑ヶ丘公園でやっていた焼き肉は、だめだよという話になったんで

すけど、和牛焼き肉を復帰してほしいという一般の人や和牛組合の仲間で出てきたんですけど、

炭焼きの準備だとかいろんな面で役場職員がやっていたんですけど、そういう労賃の確保等も

あるんで、そういうのを自前でやって芝生を痛めないでね、復帰することが可能かどうか検討

してもらえないかなという意見がありました。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 産業まつりの関係でございますが、モトエカの方で２年間実施をしたと。今後もモトエカの

方でという形で考えてございます。企業の参加の形態も今までの形と若干変えてということで、

行っているところでございますが、マルシエとかいろんな部分で出店者も増えてきているとい

うのは、実態でございます。お話がありました焼き肉の関係でございますが、モトエカ広場に
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なった時点から、町の方では焼き肉の炉の出店はしないという形で進めているところでござい

ますが、肉の販売のところで自主的にやっていただく部分、公園の芝の管理の関係もございま

すので、そういう部分考慮頂ければ、あの中でも実施は可能なのかなと。施設の管理が教育委

員会ということもございます。そちらとの協議も必要になってくるのかなと思いますが、事業

の焼肉関係につきましては、可能性があるのかなというふうに理解をしてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 芝生を極力傷めないような方法で、復帰するにしても大々的でなく試験的にやって好評であ

れば、結果が良ければ次につなげて、その特産品である和牛を少しでも多くの人に食べていた

だきたいなという試みなので、検討お願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの関係について、実行委員会という形の組織の中で、協議をしながら取り組みにつ

いて、検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 観光振興費の中で、観光協会補助費の施策で、今回斜里岳における登山道路整備ということ

で、２７年の予算に組まれているわけなんですけども、この具体的な施策の内容をお聞かせく

ださい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 斜里岳の登山道路整備の関係でございますが、観光協会にお願いいたしまして、現在やろう

としているのが土のうでの補修という形で実施を考えてございます。かなり傷みの激しいとこ

ろもございますが、最終的には、北海道なり南部森林管理署とも協議をしながら、方法や整備

の方向について協議をしているところでございますが、なかなか道のほうも予算がないという

形です。  

町の方から部分で観光協会の方にお願いしながら、小破修理的な部分で少しでも整備をして

いきたいということで今回計上させていただいています。 
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○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 説明の中に北海道森林レクレーション施設としての公園の中の斜里岳という意味合いは、

重々理解しておりますけども、その登山における安全対策部分では、当町としてもしっかりと

した対応の仕方は、やはり重々考えていかなければならない。また馬の背ですか。危険な箇所

が多々あるんですけど、単年度でなくある程度の計画性を持った中でできる範囲の中で、その

土のうの整備。優先順位をつけながら当町としてできるところはやはり対応していただければ

なという思いが１つです。 

もう１点、昨年美幌駐屯地におけます訓練という名目で、斜里岳演習という形で入ったと聞

いております。その辺についてのこれは訓練の一環ですから、ここの場で説明は大変難しいな

と思いますけども、その部分について可能性があるんであれば、自衛隊等に隔年で良いですか

らその防災の斜里岳の訓練ということで、隊員の方々が可能であれば、そういう整備の事業な

りどうでしょうという提案ができるのかどうか。そこら辺も踏まえた中で、説明できればです

けど。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 自衛隊関連でございますので、私の方からお答えしたいと思います。御指摘のとおり自衛隊

の駐屯地については、例年オフシーズンに斜里岳に入って訓練されているということでござい

ますんで、これ自衛隊の力を借りて、登山道整備してはいかがというお話ございますけども、

なかなか、自衛隊も人数的にも職務的にも厳しい条件がありますが、話をお聞きするという部

分ではお聞き出来ますので、話題として投げかけることは可能でございます。今後、こう機会

があればお話したいなというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 予算の関係で計画的な計上というお話をいただきました。この関係について、人数的に計画

を立てながら整備をしていかなければ、どんどん傷みが激しくなっていくという部分がござい

ますので、継続的な実施を検討しておりますので御理解いただきたいと思います。 

 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３目オートキャンプ場費、８８ページから８９ページ。 

（「なし」との声あり） 
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 質問がなければ次に移ります。 

 ４目江南パークゴルフ場費、８９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となりますが、商工費で質問漏れがあったらお願いいたします。 

 加藤健次君。 

 

 ○４番（加藤健次君） 

 ファミリーカードの関係なんですが、これ商工会の関係だと思うんですが、町もいろんな形

で助成をして取り組んでいる部分かと思うわけですが、ファミリーカードの関係で、例えば町

内のお客さんが買い物を仮にしようとしたときに、ファミリーカードでの買い物はちょっとご

遠慮ください。現金でお願いしたいという場面が時々起きるそうです。具体的には避けたいか

なと思うわけですが、基本的にファミリーカードそのものも、町内で購買力のアップを図って

行っている事業展開であろうと思うわけです。そういう中で町も協力をしている部分もありま

すんで、基本的には商工会の部分と思うんですが、トータルとして、購買力を高めることで、

そういうことが起きないように、いろんな形でのサポートをしていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問でございますが、ファミリーカードが使えない場面もあるということでご

ざいますが、私どもの方でそれについて確認はとれていないんですが、ファミリーカードで取

得の出来ないものがあるというのは御理解いただいていると思います。金券等の交換はできな

いという部分があるのかなというふうに思うんですが、もう少し使いやすい部分では、商工会

とも協議をしながら、今後とも進めていきたいと思うんで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他、ございませんか。勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 商工費なんですけど、振興対策です。かなり昔から振興対策を施しながら、一向に僕が見る

限り、そんなに商工会が上向き傾向になっているというのは、感じないわけございます。その

中で対策事業自体なんですけどね、いちゃもんつけちゃうような部分なんですけど、これ昨年

の事業内容なり効果と一言一句同じですよね。きちんと商工会と協議された形の中で、どうい

うことをしていったら、この低迷した部分を回復するのは難しい部分なのかもしれませんけど、

そういうものをきちっと見定めた形の中で対策を施していかないと、僕は恐らく下降線辿るだ

けなのかなとそういうふうに感じるんですよね。今までどおりの同じようなものを踏襲した対

策で本当にいいのかどうなのかというものをきちっと見定めないと。本当に清里から店１件も

無くなりますよ。そういう１つの危機感を感じながら、対策を施しているのかどうなのか。ま
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ずお伺いしておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問でございますが、振興対策ということで、商工会の街中の商店関係部分で

ございます。市街地近代化事業ということで町並み整備という形で数年経ってございます。店

舗の方も出てきていることもございますが、人口が減ってきている部分もございます。購買力

の低下という部分もあるのかなというふうに思います。また、今後、各個店からいろんな要望

を商工会のほうからも確認していただきながら、商工会・町・個店あわせまして、今後検討し

ながら、より良い方向を見出していきたいなというふうに思いますのでご理解いただきたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 そこらのことを本当に十分協議していただきたいなと思います。課長言われたように町の人

口が減。これは今始まったことではないですよね。前々からずっと減ってきているんですよ。

まして購買力は、独自に努力もしなければ、当然外へ買い物が逃げていくのは、当たり前のこ

とで、そういうこともきちっと分析した形の中で、いかに買い物を地元に繋げていくかという

喫緊の課題じゃないですか。そのことがきちっと対処されるような対策でなくては、いけない

のかなと思うんですよね。ずっとここ何年かほとんどこの対策に関するメニューは、一向に変

わっていないんですよ。そんな形の中でどんどん疲弊が進んできているという部分に対しては、

ある程度の時期でその対策に対して見直しをかけなくてはいけないような部分は、当然あるん

じゃないかなと思うんですよ。それをきちっと町サイドで感じている部分と商工会の当事者が

感じている部分は、全然違うんですよね。そこをきちんとすり合わせてね、対策を講じないと。

僕はどんどん疲弊の一途をたどるんじゃないかと危惧する部分でございます。十分に協議を含

めた形の中で取り進めていただきたい。そのように要望いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御意見を含めて、いろいろ御意見ございます。その辺今後、商工会とも十分協議

をしながら進めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

関連なんですが、商工会対策どうしていくかという問題の中で、毎年変わらないという勝又

議員からの厳しい表現。これは現実だと思う。こういう形の中の１つの商工対策、商工会対策

って、ものすごい幅広いんですよね。ものすごい分野の部分が全部入っているわけで、ただこ

れを本当の中央商店街の買い物だけの部分で、商工会の補助を考えていくのか、どうなのか区

分けをしないとならない部分が私はあると。 

商工会をどう振興していくか、買い物をどうしていくか、この商店街ということと同時に、

私はそこからもう１歩先に進んだような気がします。買い物難民をださないために、どういう

ふうに、残していかないとならないのか。このことも、基本的には総合対策の中で取り組んで

いくということも忘れないで、前へ１歩進めていただきたいとこのように思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

御指摘のとおり町内での買い物難民。これが出来ると困る話なんで、そういう部分がないよ

うな形で中央商店街、商工会これら含めて、これからの事業についての展開のお話を進めてい

きたいなというふうに思います。 

あと中央商店街の方でも自からが努力して、いろいろ事業を展開していただいている分もご

ざいます。それについての事業補助も行っているところでございますが、これから商工会それ

らとも多くお話をつめながら買い物難民の対策については、国の方の支援が出てきている部分

もございます。商工会等と十分詰めて行きたいなと考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。ここで商工費終わりたいと思います。ここで説明員交代となります。暫時

休憩いたします。 

休憩 午後 １時３３分 

                              再開 午後 １時３５分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費、９０ページから９１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目道路新設改良費、９１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２項都市計画費・１目公園費、９１ページから９２ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３項住宅費・１目住宅管理費、９３ページから９４ページ。 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 公営住宅等に関してなんですが、非常に降雪が常時きていると。こういう中で一番危惧して

いるのは排雪とかなんとかよりも、公営住宅の１階にあるストーブの排気口が、非常に低い位

置にある。こういう実態をどれほど把握されているのか。注意喚起をチラシ等で回している実

例もあるようですが、その辺をどのように現時点で捉えているのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今のご質問ですが、今建てているオール電化になる前の住宅につきましては、ＦＦ式の

ストーブの形をとらなければならない住宅が相当数あるのを把握しております。今現在できる

ことといたしましては、特異的な吹雪の時には担当者が出来る限り１００パーセントとは言い

ませんけど、できる限り回って歩いて、詰まっているところ、つまっている可能性があるとこ

ろは、注意喚起を促すチラシをいれているのが現状でございます。対策といたしましては、今

行っているのは、それだけですが、数も相当のことですので、今後別の方法があるかどうかも

検討してまいりたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君 

 

○４番（加藤健次君） 

 そんなに豪雪が無かったから、良いですが、最近の降雪は、本当に南側のドアが塞がっちゃ

う、出たくても出られない。あるいはその時点で病気をされていたらどうしょもない。それで

なくても、そういう吹雪の時には外出しないで下さいという状態。少なくとも私は、生命にか

かわる責任が町にあるわけです。公営住宅の場合は。基本的に今年度の予算に冬が来るまでの

間に１階部分について、排気塔を上につけるという補正措置はとるべきと思いますが、どのよ

うに考えておられますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 先ほどはお話ししましたとおり数も相当あります。解決策といたしましては、今の位置より

も高い位置に出口を設ける方法もありますが、ただストーブの構造上むやみに長く距離をでき
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ないところも現状もありますし、鉄筋コンクリートの構造物の中に新たに穴をあけるとなりま

すと、当然、穴をあける時点で水も使うこととなります。その分の水が内壁の中に入るという

状況もありますので、今現在できる行動といたしましては、チラシ配布という現状でございま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 現状が難しいからって言っていて、もしも何か起きた時どうするんですか。その時には、予

算の話はしていられないことになる。予算はあるとかないとかでないですよ。必要なものはき

ちっとつくる。ましてや新年度予算ですよ。課長の答弁が難しければ、副町長なり町長の答弁

求めます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 今現在その解決策として明確な工法は、お話しできない状況にありますので、今後検討させ

ていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 排気塔の関係でございますけれども、技術的にも今より高くできる部分もありますし、でき

ない部分もあります。それを検討しまして、どの位危険なものがあるのか、もう一度把握をさ

せていただきたいと思います。その後またご協議をしていきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 それは今年度中にそのことの方向性と事業の予算組というものについては、していくという

ことでよろしいですね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

 



107 

○副町長（宇野充君） 

 改良の技術的な検討も含めまして、検討とさせていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私、公営住宅の管理事業費についてお伺いしたいんですが、修繕料が７００万前後ついてい

るわけですが、町民の方に快適に過ごしていただくために、随時修繕していくのは当たり前で

すが、ただ、この公営住宅というのは、いくら直しても入って頂かなければ、意味がない。そ

れと毎年のようにひまわり団地等含めて１棟４戸とか、１棟２戸とか新築で建てているのが現

状でありますけども、１箇所については、およそ４年近く入っていない公営住宅もあると。こ

ういうことを踏まえた中で、課長会議等でこういった議題を実際に話し合われているのかどう

か、その辺をまずお伺いしたいんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 課長会議等で具体的な公住に関する話はしておりません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 課長会議でされていないのであれば、当然所管の中でいろんな話をされているのかなと思い

ますけども、具体的にどうしていこうか前向きな考えをどのように皆さんが話し合われている

のか。お伺いしているんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 課内部では担当含めて、時折話をしております。住宅に関しましては、やはり需要と供給の

バランスで空きが出ますし、建てなければ入れない状況であります。これに関しましては、短

期間な考えだけではうまくいかない部分もありますので、ある程度長いスパンを考えた中での

建設。それから、除却ということになっております。 

もう１点、長期間開いている住宅も現実にございます。これにつきましては、長年何かしら

改善策はないかということで、関係機関の方にも相談いたしまして、やっておりますが、なか

なか公営住宅として建てている以上、出来ることに制限がありまして、特別な募集方法をとれ
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ないのが現状あります。管内の中の状況をみましても、やはり同じことで悩んでいる町村は多

くあることも分かっております。それで今後ですが、現在得策として申し上げられることはあ

りませんが、今後とも関係機関の中から、何かしら違ったアプローチによって入居させること

ができないかどうかは常に調査していきたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 課長おっしゃることは私も重々わかるんですが、私が話したことは１件ですから、それで済

むんですけど、こういった社会情勢の中で２件３件と、こういった事例が出てきた時に、どう

するんだと。本当に真剣に考えていかなければならないというふうに私は思います。それと公

営住宅というのは規制がありますから、何でもかんでも入れれば良いっていうふうなことには

ならないのかと思いますけども、そういうことを全部ひっくるめて真剣に考えていただきたい

と思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 長期にわたり入居がされない住宅がこれ以上増えないことを願っております。それに関する

得策というのも、今見当たらない段階ですが、今後のその入居方法に関しましては、先ほど申

し上げましたが、時代が変わるとともに方策がないかどうかは関係機関の方から、密に情報提

供は受けたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 なければここで説明員交代となります。土木費で質問漏れがありましたら、お願いします。

池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ９０ページのですね。道路橋梁河川指定管理業務委託料についてお伺いしたいんですが、指

定管理が５年という契約になりました。清建工業へ委託をしているわけですが、今年は特に雪

が多くて道路状況が非常に悪い。そういった中で１６号道路を毎日通学している子供たちが、

道路歩道が全くなくて、車道を歩いているのを実際見ました。こういった中で、指定管理にす

べて任せるのでなく、所管として見回りをしっかりしているのかどうか、その辺お伺いしたい

のですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 
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○建設課長（藤代弘輝君） 

 １６号に関しましては道道部分が多くありますが、一部町道もありますので、その分を含め

てですが、除雪に関しましては、基本的には清建工業に全面的に委託しております。ただ自分

たちが気になるところは何カ所かありますので、そうところは担当者が自ら回って危険を感じ

たならば、その分は指導するように努めております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 具体的に１６号の道道なんですが、町道に連結しているところは、山ほどありますので、そ

ういったことが今後も無いようしていただきたい。 

それと今後ですね。地球温暖化なりますとこういった状況が毎年のようになる可能性もあり

ますので、市街地区をはじめ定期的に所管で回っていただきたいというふうに思いますし、委

託先パトロール車も町のものと思いますが、貸しているとは思いますけど、やはり公用車なり、

何でもいいですから、こういった雪の多い状況の中で、皆さんで協力して町民の安全な道路を

確保していただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 管理委託はしておりますが、すべて町の責任じゃないわけでございません。今までも連絡は

なるべく密にとって情報交換するようにしておりますが、より一層情報交換に努めて指定管理、

役場、一緒になって管理していきたいと考えております。 

 

 

○議長（村尾富造君） 

 なければこれで土木費を終わりたいと思います。ここで説明員交代となります。 

 暫時休憩といたします。 

休憩 午後 １時４８分 

                               

○議長（村尾富造君） 

 休憩時間中に、消防費の質疑を行います。 

 ８款消防費・１項消防費・１目消防費、９４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ終わります。ここで説明員交代となります。 

 再開 午後 １時５１分 
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○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ９款教育費・１項教育総務費・１目教育委員会費、９４ページから９５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目教育諸費、９５ページから９７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２項小学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑します。９７ページから９

９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３項中学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑します。１００ページから

１０１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４項社会教育費・１目社会教育総務費、１０１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目生涯教育費、１０１ページから１０４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３目生涯学習総合センター費、１０４ページから１０５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目図書館費、１０６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費、１０７ページから１０９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目トレーニングセンター費、１０９ページから１１０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３目町民プール費、１１０ページから１１１ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

管理事業についてですね。光熱水費についてお伺いしたいですが、平成２６年度から見てお

よそ倍以上になっているんですが、これ、大幅に増える根拠はなんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 町民プールの光熱費でございますけども、大幅に増えている理由につきましては、まず開館

期間が５月から１０月ということで、２ヶ月間延びたことが一番大きな理由でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の課長説明ですと２カ月増えたからということですけれども、２カ月増えただけで２．５

倍にはならないと思うんですね。いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 光熱水費でございますが、今言いましたとおり、開館時間の２カ月延長による増、それから

設備の関係につきまして、今までの設備と違いまして、ジャグジーやエアコン、ジェットポン

プ、暖房空調設備と設備増によります光熱水費の増が主なことと、電気料金の値上げによる増

が、主なものでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 このプールは、５月オープンとなっていますけども、この電機光熱水費というのは、ありと

あらゆるところでかかるわけですけど、今回新しくして、太陽光つけて、但し使わないという

ことで進んできた事業でありますけど、実際、どういった状況にあるかは、みなさん知ってい

るとおりだと思いますけども、電気に関しては、売電が上手くいかない場合も、あくまでもプ

ールでは使わないというふうに理解して良いんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 
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○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 現在のところ売電の方向で進んでいるところでございまして、プールでは、使わない方向で

ございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君 

 

○２番（池下昇君） 

 どのようになっても使わないということでありますと、１千５００万円をかけた意味合いが

どこにあるのかとなっちゃうんですが、やはりわずか１５キロ、年間６０万円の売電のために

１千５００万円かけたこの工事。補助金なしの工事が本当に適切であったのかどうか、いま一

度やはり考える時期が来ているんじゃないかなと思うんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今の池下議員の町民プールの太陽光パネル発電の関係でございます。この関係につきま

しては、まず町民プールにつきましては、先ほどもご説明いたしました維持管理費が当然冬期

間に非常にかかってくるというようなことがございまして、営業機関につきましては通年では

なく５月から１０月の半年ということで、現在予定をしているところでございます。 

その中で太陽光発電の全量場合、または余剰売電はという方式がございますけれども、余剰

売電につきましては、半年だけのプールの営業期間という中で、残りの半年については契約を

止めてしまう状況にあります。そういたしますと余剰売電は出来ないということになりまして、

結果は全量売電、年間を通して売電が出来るということになりますので、役場の方の３施設の

自然エネルギーの活用ということを踏まえて全量売電方式で行うと。工事につきましては、プ

ールの建設用地、旧施設の取り壊し等、あるいは外構工事を含めた中で、その中での統一こと

で、現在北電からの抑制措置が働いてきているということでございますけれども、これにつき

ましては、今後、その北電からのそういった方針が出次第ですね、全量売電方式ということで

繋ぎこみをし、売電を開始していきたいと考えております。 

したがいまして今後の見通しといたしましても、余剰売電よりも全量売電の方がトータル的

に電気料を払うのは、北電から買って払うと。そして売電として売るものは売るというトータ

ル的な中で全量売電が有利ということで判断しておりますので、今後もこの方針で考えており

ます。以上でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 太陽光についてはですね。わが町だけでなく北海道中、民間の業者が申請書を提出してもな
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かなか認可が下りないというのは現実あります。そういった中で、今教育長が答弁されたよう

に、今後この抑制が、どんどんパーセンテージが増えていって、ずっと使えない場合、どうい

うふうに考えていますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 この太陽光発電の売電抑制装置の関係につきましては、昨年の９月３０日時点で、北電から

突然、抑制措置をという方針が出まして、申請を一時ストップするということで現在まで来て

いるところでございます。全国的にも経産省からも１月の方針に基づきまして、各電力会社に

おいて対応が若干変わってきて違うわけでありますけども、北海道電力、東北、九州の各電力

会社につきましては、現在も先ほど御説明とおり、抑制措置が働く予定ということで進んでお

りまして、ただ各道内の発電事業者におきましても既に建設が進んでいるところも本町のみな

らず他にもございます。そういった中で、この事業がそのまま続かないということは考えにく

い。この抑制措置につきましても泊原発が稼働した場合ということでの措置というふうになっ

ておりますので、現在としましては、原発の方針もまだ不明確という中で、あくまでも今北電

から出ておりますのは、今の所の見通しとしての３０％程度というのが出ておりますけども、

これにつきましては今後早急に詰められた中で方針が出るものと考えておりますので、仮にそ

の３０％抑制が常時かかったといたしましても、先ほどの余剰売電を行っていくよりも、全量

売電が有利という試算をしておりますので、その方針で進めてまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 太陽光に関する問題。２６年度４施設を売電でいくという当初計画のスタート。そして３施

設については、１月２０日現在で売電が始まっている。こういう報告を受けて、このプールに

関して、教育長から説明があったわけですが、いつ売電が出来るのかお伺いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 発電開始時期につきましては、まだ北電からの方針がいつ示されるといった具体的な情報ま

では把握しておりません。今現在のおおよその見込みとして３０％程度の抑制が見込まれると

いう情報のみでございまして、それにつきましてまだいつからということが現状では把握でき

ない状況です。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 ということは、２６年度に工事費の関係上一体的にすることの方がコストが安くなる。一体

として売電目的とするソーラーを設置することにしたいということでスタートをかけて、とこ

ろが今の教育長答弁でいくと、２６年度中の売電は始まらないということなんですか。という

ことは、今年度の基本的な事業の推進にあたって、北電だけの責任ということで本当に済むん

ですか。教育長の答弁が出来なければ、副町長、町長の答弁を求めます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今、加藤議員の御指摘の関係でございますけれども、この事業の開始にあたりましては、

プールとの一体的な中でということで事業を進めてきております。この工事のスケジュールの

中で、プール建設に当たりましては、古い建物の取り壊しを行い、そして更地にし、新しい建

物を建設するということで、その建設に当たりまして、新しい建物の位置、さらには昨年進め

ておりました駐車場等含めた外構の整備に関する設計、これら同時に並行してやってきている

ところでございます。 

その中で、経産省への申請決定の後、プールの基礎の位置、建物の位置がはっきりとした段

階で、太陽光発電の位置を決める必要があったと。これは設計自体が昨年、一昨年の冬季の間

に行われておりますし、実際に現場で施工に当たりまして、レベルの高低差、あるいは先ほど

言った駐車場配置の関係、建物からの落雪の関係、これらをしっかりと現場で確認した中で、

太陽光パネルの基礎を設置し、その後北電への申請をしていた。経産省の申請地につきまして

は、パネルに関する出力の関係あるいは売電の方式につきましては、申請をしておりますけど

も位置関係までは、申請をされておりませんで、北電の申請時にその位置の図面を添付して申

請をしているということでございます。したがいまして、その位置が建物の位置関係がしっか

りとしない段階で申請しますと、また位置がずれることによって、再度の申請とやり直しが必

要になってくるということでございますので、その位置関係を現場でしっかりと把握した中、

北電の方に申請をしていくということでこれらすべて３月１０日の工期に向けての工期内での

スケジュールを組んだ中で進めてきた事業でございます。そこに９月３０日の北電からの一方

的な装置ということで、結果的に現在まだ繋ぎこみが出来ないという状況になっておりますの

で、その部分、北電からのそういった申し出があったという部分に関しましては、見込みが甘

かったんではないかと言われれば確かにそのようになるかもしれませんけども、工事の進め方

といたしましては、しっかりと工期内に基づいて進めてきたということで、問題はなかったと

いうふうに認識をしております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 確認をしたいんですが、経済産業省の決定の書類にどこの町のどこの場所で発電するかも申

請はいらないわけですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 敷地内のプール敷地内における図面の位置関係までは、申請には必要ないということです。

プール建物の敷地内の配置の中で、どこにその太陽光パネルが設置されるかというところまで

は経産省申請時点では、それは必要ないということです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 参考にですね。他の３施設の部分の経産省の申請につきまして、ただいま教育長がお答えし

たとおりですね、位置関係の図面には、添付してはいないということでございまして、北電へ

の申請に対しては、位置関係の図面が必要でございますんでご理解願いたいと思っています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今の部分でいくと、どの場所に設置するかは、産業省申請する地点でも地番までいるわけで

すよ。地番と番地まではいるわけです。北電に申請するときの詳しい書類の中でもそこの部分

があれば、概ねＯＫです。その最初のスタートの時点をきちんといつ出しましたかという事で

すよ。経済産業省に７月の２９日に決定をいただいてから、北電とその場所について設置をし

ていくことになります。その場所における部分については、どうなるかわかりませんけど、こ

の場所に１５キロの申請をしますという事前報告をいつしたんですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 話題の中で出ていたとおりその辺の詳細な部分については、業者に再度確認しますというこ

とで御理解願いたいと思っております。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 別に細かい話はどうでもいいんですよ。結果として、今年度では売電することができなくな

ったという現実が、３１日まで売電できればいいんですが、１０日が期限ということであれば、

これ期限の延長なり契約変更なりいろんなことが出てくるのかこないのか。その債務について

は、事務的な話だからいいんです。だけど、２６年度に４カ所売電をすると言ったのにこれが

出来るんですか、出来ないんですか。もしできなかった時の責任はしかたないでしょうで終わ

るんですか。町民の１千５００万の財産を投資して、当初売電すると言ったんですよ。それが

出来ないのですよ。だけど同じ２６年度に始まった３施設は出来ているんですよ。経済産業省

の決定も７月なんですよ。これが北電との事前調査をしてあれば、可能だった可能性が非常に

私は高いと思うんですよ。それが北電の申し込みが１１月４日になった理由、しかもその以前

に９月３０日に北電により、連結申込みに対する保留の回答がきているということは、北電は、

この場に設置するということを知っていたから文章が来ているんですよ。その間、放置してあ

ったのかということなんですよ。以上です。このできなかった問題、どういうふうに捉えるか、

すいませんで済むものでは私はないと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 再生可能エネルギー関係の事案でございますので、私のほうから申し上げたいと思いますが、

これにつきましても北電の系統連携の抑制がなければ、こういうことは無かったのかなと思っ

ています。今現在プールについては系統連携の回答保留ということでございまして、これがい

つ回答が来るのかという部分についても、まだ目途が立っていないのが実情でございます。し

たがいまして、見通しが甘いんではないかというふうなお叱りは、甘んじて受けなければなら

ないと思っておりますが、この世の社会的な状況の変化に我がプールの発電も巻き込まれてし

まったという理解をしていただければ有難いかなと思っています。責任が全くないということ

でございませんので、そういった社会的な変化に影響されたものだというにふうにご理解いた

だければと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 理解すれとかするなって言ったって、ここまで来たらどうしようもないことなんですが、３

つの施設は出来て、なぜそこでできなかったかと１回考えれば可能だった可能性が非常に高い

ということですよ。その原因を十分に究明して、早急に売電が出来るように努力をしていただ

きたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 まさに北電とも協議しながら、今後対処してまいりたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目スキー場管理費、１１１ページから１１２ページ。 

                                （「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目学校給食センター費、１１２ページから１１３ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 昨年学校児童の下校期間中の事件、それからまた給食センターの部分の事件。そういった過

去の経過の中を踏まえた中で、給食センターの件につきましては、探知機、それから防犯カメ

ラの設置などそういった対応をなされて来ているわけであります。私もこういった田舎でもそ

ういう事件が起きるとは、想像もしてなかったわけであります。田舎でもそういった対応もし

ていかなければならないのかと改めて認識をしているところでありますけれども、登下校小学

校の学校周辺で、いじめの問題だとかいろんな問題が他では起きているんであります。その中

で防犯カメラを設置したからといって、防げるかという問題でもないんですけども、やはり少

しでもあからさまにするためには、やはり防犯カメラの設置、そういった部分も最小限限度、

学校周辺にも必要なのかなとそんなふうにも感じているわけです。先にも委員会、予算審査か

決算審査の時にこんなことを言ったような記憶があるわけですけども、この点について検討さ

れているのかどうなのか、ちょっとお伺いしたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今、田中議員言われた子供たちの安全の関係でございますけども、言われたとおり、給食の

関係それから不審者情報とうちの町にもあったわけでございます。防犯カメラにつきましては、

給食センターの方で防犯等の関係で設置の方、させていただいております。 

学校周辺の防犯カメラにつきましては、個人のプライバシー等もありまして、まだ具体的な

検討には至っておりませんけども、場所等含めてもし必要な場所があるというふうになりまし

たら、検討していかなければならないかなというふうに思ってございますが、具体的な検討に

は、至ってない段階でございます。 
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子供たちの安全につきましては、行政部局とも相談しながら、現在あります子ども１１０番

の家との連絡会議が今月予定されております。その辺も含めまして、行政それから教育委員会、

学校、地域と連携しながら子供たちの安心安全の関係に努めてまいりたいと思っておりますの

でご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 そういった関係で住民の協力を得て、その子供たちの安全を守るそういったことは非常に大

切かと思うわけであります。学校を小中学校の周辺それから生涯センタープラネットの周辺は

必要な場所と言いますか、駐車場でも車内を荒らされるそういった事件も起きているわけであ

ります。そういった中で、是非検討をしていただきたいなとそんなふうに要望したいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 田中議員が言われた御意見を参考にしながら、今後子どもたちそれから地域の住民含めた安

全対策についてどのようなことができるか検討していきたいと考えています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 安全絡みなんですけども、学校教育現場におけるその小学校中学校、特に爆弾低気圧等々で

土日あるいはその金曜日に急遽休校にしたり、あるいは急遽午前授業で切り上げて集団下校の

形になるという経過が多々あったんですけども、たまたま隣町で下校できずに学校で宿泊した

中学生がいて、それはスクールバス等々で通学している生徒かなと思うんですけども実際、保

護者の住宅までいけない事案の中で学校に宿泊したという経過があります。あるいは皆さん御

承知のとおり、新聞等にもありました中標津町でも同じような中で、防災特に冬場の対策・安

全管理ということで子供たちが宿泊できるような備品の整備を進めているっていう記事も掲載

されています。 

当町もやはりかなり一気に暴風雪で親御さんが迎えに来るのも本当に命がけで、そういう状

況で僕も行っているんですけど、中にはショベルで学校まで行く。原課は違いますけども、保

育所も同じようなことが現時点であるんですけども、その辺の対応もやはり今後予算の中にど

のような形で反映するのか重々検討しながら進めていく時代というかそういうときに来ている

のかなと思いますんで、その辺も含めた中で、答弁できれば説明お願いいたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今、前中議員に言われました防雪にかかわります子供たちの登下校等の安全の関係でござい

ますけども、特に今年につきましては、暴風雪が多くて、臨時休校、あるいは途中から子ども

たちを下校させるようなことが多々ありました。本町におきましても父兄の方に迎えに来ても

らった案件もありますし、緑の子で帰れない子がいたときには、建設課それから指定管理業者

であります清建工業の助けを借りまして、職員が緑まで送ったこともありました。そのような

こともありますので、学校とも連携しながら、下校時間の調整等も含めまして、子供たちが安

心して自宅の方に帰れる対策、それ以外につきましても、対策等につきまして検討を進めなが

らいきたいというふうに思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 年明けての話になりますけども、小学校中学校で休校になった日数はどのようにどのくらい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 災害等によります臨時休校等でよろしいでしょうか。学校によって若干違いますけども、清

里小学校、清里中学校含めまして、本年につきましては集団下校がだいたい６日。下校時間の

繰り上げ等が２日間ほどありました。ほとんどの小学校中学校について、そのようになってい

ます。休校臨時休校につきましては、清里小学校、６日。光岳小学校も６日です。緑町小学校

につきましては５日です。中学校につきましては、６日。というような臨時休校になっており

ます。そのほか２日ないし３日程度下校時間の繰り上げ等をおこなって、緑町小学校におきま

しては、始業時間の繰り下げを２日間ほど行っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 休校におけるその授業日数の確保ということで、学校当局では大変苦労された中で、７時間

授業を行っていると聞いています。また土曜日登校という形で、当町も実施している経過にあ

ると思います。そのときに、当町で実施している支援員の関係なんですけども、その点は同じ

ように授業の中で対応をとられているのか、そうでないのか、その辺もあわせて説明願います。 
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○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 特別支援員につきましては５・６年生担当以外の支援員につきましては、お休みをしている

状況です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 よろしいですか。池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 １０６ページのですね。郷土資料館のことについてお伺いしたいですが、２６年度幼稚園や

保育所行って見学していると聞いているんですけども、一般の方の来場はどのぐらいあるんで

すか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（岸本幸雄君） 

 手元に資料ありませんけど一般の方の来場ついては大変少ない状況で、学校、それから池下

議員言いましたとおり幼稚園、保育所等の見学等が多い状況です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 基本的に鍵がかかっていると理解しています。当然管理者置いているわけじゃありませんか

ら、いきなり行っても開いてはいない。分かるんですが、今課長から答弁あったようにほとん

ど少ないと。やはり場所的に他町から来た人もわかりづらいと思うんですけども、今後、例え

ば学習センターの近くにそういった移転等とか考えていないですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 郷土資料館の移転につきましては、現在のところを考えてない状況でございます。今後につ

きましては、利用者の増を図るべく例えば検討段階ですけども、例えば月に何回か職員が行き

まして会館するとか事業展開も含めまして、郷土資料館の活用を図っていきたいと考えてござ

います。今のところ郷土資料館の移転については検討はしていないところでございます。 
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○議長（村尾富造君） 

 他なければ次に移りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 質問がなければ次に移ります。 

 １０款公債費・１項公債費・１目元金から２目利子まで一括質疑します。１１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １１款予備費・１項予備費・１目予備費、１１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 給与費明細書、１１５ページから１２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 債務負担行為の調書、１２４ページから１２７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 地方債残高の調書、１２８ページから１２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

  

○議長（村尾富造君） 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わります。 

 ここで、説明員交代となります。２時４５分まで休憩といたします。 

休憩 午後 ２時３０分 

                              再開 午前 ２時４５分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 一般会計歳入の質疑を行います。 

 １款町税、１９ページから２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２款地方譲与税、２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３款利子割交付金から、５款株式譲渡所得割交付金まで一括質疑します。２０ページから２

１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ６款地方消費税交付金から、８款地方特例交付金まで一括質疑します。２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 
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 ９款地方交付税、２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １０款交通安全対策特別交付金、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １１款分担金及び負担金、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １２款使用料及び手数料、２２ページから２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １３款国庫支出金、２４ページから２６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １４款道支出金、２６ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １５款財産収入、２８ページから２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １６款繰入金から１７款繰越金まで一括質疑します。２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １８款諸収入、２９ページから３０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １９款町債、３１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 以上で、一般会計歳入の質疑を終わります。 

 説明員交代のため、暫時休憩といたします。 

休憩 午後 ２時４７分 

                              再開 午後 ２時４８分 

 

 

○議長（村尾富造君） 

議案第２３号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１４９ページから１５７ページ。 

（「なし」との声あり） 
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 質問がなければ次に移ります。歳入、１４３ページから１４６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

 質問がなければ次に移ります。 

 議案第２４号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について、質疑を行いま

す。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１７９ページから１８８ページ。 

                                （「なし」との声あり） 

 

 質問がなければ次に移ります。歳入、１７３ページから１７６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

議案第２５号 平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について質疑を行います。

はじめに歳出から質疑を受けます。２０５ページから２０６ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。歳入２０１ページから２０２ページ。 

（「なし」との声あり） 

以上で平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について終了いたします。 

続いて、議案第２６号 平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計予算について質疑を行い

ます。 

はじめに歳出から質疑を受けます。２２３ページから２２５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に、給与費明細書及び地方債残高の調書、２２６ページから２３４ページまで一括質疑し

ます。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。歳入２１９ページから２２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

以上で平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計をついて終了いたします。 

次に議案第２７号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について質疑を行い

ます。はじめに歳出から質疑を受けます。２５１ページから２５３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

次に移ります。給与費明細書及び地方債残高の調書、２５４ページから２６２ページまで一

括質疑します。 

（「なし」との声あり） 
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質問がなければ次に移ります。歳入２４７ページから２４８ページ。 

以上で平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について終了いたします。 

 

次に議案第２８号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算について質疑を行います。 

はじめに歳出から質疑を受けます。２７９ページから２８２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

質問がなければ次に移ります。給与費明細書２８３ページから２９０ページ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 まず昨年の１２月に焼酎に関して４５０万円の補正予算組んだわけで、そのときの４５２万

を入れますとおよそ７千４５０万円が当年の予定ということで進めてきましたけども、実際に

今現在どのぐらいの財産収入があるか、まずお伺いしていきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ３月の６日現在の収入でございますが、累計で６千１７９万１千円の売り上げとなってござ

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 もう一度言ってください。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ６千１７９万１千円です。 

 

 

○議長（村尾富造君） 

 ６千１７９万１千円だそうです。池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ３月もそして２６年度も終わるわけですけども、この推移でいきますと、当然７千４００万

はいかないというふうには思うんですが、そういった段階で減額補正を考えているのかどうか

その辺はいかがですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 現在焼酎の販売関係促進関係につきまして、管内道内主要都市の販売の部分で、各小売、卸

等の販売活動販売促進活動等の実施展開中でございます。その中で、現在管内の３町、それか

ら管内全体を含め各主要都市の部分含めて実施をしているところでございますが、それと合わ

せまして、現在道内の大手グループ企業の店舗で取り扱っていただいている部分が、管内の３

町及び網走までの部分でございますが、それらの店舗を管内全域及び全道全域の中で取り組み

を進めるべく、販売促進に向けて話を進めてございます。現在その中で、見込み的にぎりぎり

まで何とか、収益を上げるべく取組んでいるところでございます。現在のところかなりハード

ルは高いっていう部分で理解をしてございますが、なんとか努力で頑張ってきたいと思ってお

ります。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 減額補正の予定があるかどうか。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのところは減額については、考えてございませんが、最終的にぎりぎりまで売上を

伸ばしていきたいということで職員一同頑張っておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ２月の委員会のときに出された資料を見ますと、１２月までの４分の３期の売り上げを見ま

すと５千２００万円ですよ。聞きますと６千２００万円ぐらいしか実は売り上げていないと。

そういった中で、あと残り１月がないわけですから、当然７千４５０万円は到底無理だと。努

力するということなんですけども、それを踏まえて２７年度の予算の財産収入はおよそ８千９

００万円ですよ。これ７千４００万円無理なものが、実際８千８００万、８千９００万がおよ

そ１千５００万も上乗せしたこの数字は、何が根拠で出てきたか、答えていただきたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 歳入に入っているんで、注意してください。今歳出です。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいま関係でございますが、委員会の中でも説明をさせていただいたところでございます

が、今年の売上げの部分、かなり厳しいというお話をさせていただいております。ただ２７年

度に向けましては、新たな顧客これらも含めまして、販路拡大していきたいという部分がござ
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います。先ほど申し上げました大手スーパーのチェーングループを含めまして、約１万６千本

後の売り上げ増という形。道内主要都市へおける販売拠点の拡大ということで２千６百本とい

う形です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 課長、歳入の説明はよろしいですから。 

 

○議長（村尾富造君） 

 はい。加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 焼酎事業特別会計について、歳出だけの論戦も出来なければ、歳入だけの論戦もできないの

で、歳入歳出含めて一括して論議をしないと、この事業に関してのいろんな質問は、歳入にな

っても、歳出に戻りたかったり、歳出と歳入に言いたいと、いろんな場面があると思いますの

で、この会計については、一括で１つ提案をしたいと思うんですが。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ただいま加藤議員から歳入歳出、一括でという御提案でございました。今回の場合について

は、歳入歳出、一括で質疑を行うことでよろしいでしょうか。 

（「よし」という声あり。） 

 

○議長（村尾富造君） 

 一括で良しと言うことで、答弁もそうしてもらいたいと思います。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今の続きになるんですが、歳入の部分道内のスーパーチェーン２グループ合わせまして

総体で、１年間１万６千本の売り上げ増、それと道内主要都市のこれらの小売店での販売増加

の確保ということで、２千６００本という営業の本数売り上げ確保を行い、総体で１万８千本

の売上という形で計算をした結果、８千８００万の収入という計上をさせていただいていると

ころでございます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ８千８００万円売りたいという希望はすごく私もわかるんですよ。新た焼酎をリニューアル

して去年から売り出して、売り上げも好調に伸びているとすごく理解できるんですけども、そ

ういった中において、１２月、１月にかけて瓶がないと。この焼酎に関して、私も昨年の３月

の予算委員会の中でも町長含め、いろいろと質問して来ましたけども、やはり行政が商売をや

るってことはいかに大変かということを痛感したと思うんですよね。そういった中においても、
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この８千８００万円。ちょっと無理があるのかなと。またその反面、８千８００万円といった

中でどの程度の利益が出るのかわかりましたら、ここでお聞かせいただきたい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 役場の会計上、今歳入歳出予算の額は同額という形になってございます。経費的にいろいろ

資材なり、そういう販売そういう経費もいろいろ掛かってございますので、実際に利益という

部分でいきますと実際のところ数字はおさえてございません。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 行政がやっているから利益が出なくても良いという感覚ではないだろうと当然私も思います

けども、７千万売れても８千万売れても利益が出ないような商売だったら、しない方が良いん

ですよ、はっきり言って。これはもう私が議員になってすぐ、町長にも質問しました。焼酎は、

赤字になってもやるんですかという質問をしたら、やめないんですよ、赤字になってもやるん

ですっていう答弁をいただきました。 

そういった中において毎年のように補正予算を組んでやってきたんですよ。昨年の１２月も

４５２万組みましたよ。私が一番残念なのは、やる気があるのかっていう話です。数字的なも

のを言い出したら、きりがないぐらいあります。行政マンで役所に入って、そういった事業に

携わるなんてと思って無かったかもしれませんよ。やっぱり焼酎をわが町がやっている以上は、

二瓶課長ばかりではなく、どの課長が行くかわからないです。もう少し職員全体で真剣に考え

ていただきたいというのが私の考えであります。その辺を踏まえてですね。今後減額補正する

か、そういうふうになるかはっきりまだ努力をすると言っているけども、その辺、今後十分踏

まえた中でやらないと、昨年の９月リニューアルして、わざわざ東京から来ていただいた方々

にいろいろと協力いただいた中スタートした焼酎が泣きますよ。そういうことを踏まえて課長、

職員にいろいろとやっていただきたい。 

それと私が今思っているのは産業課の所管が、焼酎のトップにいるということ自体、私は不

自然だと思います。産業課というのはいろんな所管がありますよ。林政から何から。そういっ

た中で一手にやりながら、焼酎もやる。無理ですよ、はっきり言って。だったら焼酎に、課長

職１人おけば良いんですよ。もう専属でやらす。町長、副町長に私言いたいんですけど、その

ぐらいの覚悟を持ってやらなければ、行政として、焼酎をやる資格はないと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 
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○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問の中で、やる気があるのかというお話もいただきまして、決してやる気が

無いわけでございません。やる気があるということでして、今後の展望ということで、職員の

関係は、販売促進等いろいろやっていくというところでございますが、町職員全体の中で、い

ろいろ取り組みをやっていきたいというふうに考えてございます。現在のところは、産業課の

職員の中で販促活動をしている状況でございますが、これについては２７年度に向けては、町

職員全員の研修も含めた中での販売促進という形で進めていきたいというふうに思っておりま

す。そのような部分御理解いただきながらお願いしたいと思います。課長職とかいうようなお

話もございましたが、人事関係でございますので、私のほうから答弁をできませんので、ご理

解いただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 組織の関係でございますけれども、１７年の１２月にまず１回目の清里町自立計画３町で合

併の時の計画であります。それを止めて、自立していこうというところで、町民皆さんでつく

った自立計画がございます。その中で、第２期の自立計画に２１年３月ですけども、記載のと

おり、スリム化しようと８０人体制でいこうと謳われております。踏襲して今現在至っている

わけでございますけれども、１度８０名体制にして、現在はどうなのかなということで昨年事

務改善委員会に答申をお願いして出てきているところでございます。２７年度新年度において、

このままで良いのかグループ制も含めて、もう一度再検討させていただきたい。これは、８０

名が良いのかも含めてです。組織の関係もこの実施計画の中では、焼酎工場を産業課の方に統

合をしましょうということで謳って踏襲をしてきたわけでございます。それもいいのか。悪い

のか。それで良かったのか。その反省も含めまして、今後２７年度において検討し、８０名が

本当に正しかったかどうかも含めまして、検討させていただきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今の副町長から体制についてということで、１７年の自立計画の中でという話ありましたけ

ども、結局は焼酎ばかりでなく、全体的にまちづくりということでやっているんですよ。焼酎

だけの問題ではないんですよ。その観点からするとせっかくですね。第５次の総合計画ができ

て、策定委員もいた中で、そういったところばかりに相談ということも当然ありますけども、

やはり審議委員会というものがあったら、そこでいろんな話し合いをするのも良いんじゃない

ですか。そのための委員じゃないかと私は思うんですけど。 

ただ焼酎に戻りますけども、去年のそれこそスタートからいろいろといろんな不具合があっ

たりしてきた中で、私もさっきあの人事に関するところまで口出ししてしまいましたけども、

ずっとこの一連の流れを見てきますと、どうもしっくりいってないのが現実であります。そう
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いった中で、当初９月に町長も減給処分いたしましたけども、今回１２月の問題、今年に入っ

てから、様々な問題に対して、非常に難しいところありますけども、行政としてやっていく事

において、焼酎の誰が悪いとかって次元の低い話ではなくて、やはりトップそれから副町長。

そういう方たちの思いがまだまだ浸透していないのかなというところも見られてますんで、是

非今後は本腰になってやっていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御意見職員全体の中で焼酎事業、私含みまして職員と話をしながら今後焼酎のあ

り方について再度進めていきたいというふうに思っております。いろいろ昨年からの御指摘を

受けております。多々あるのは事実でございます。それもあわせまして２７年に新たな部分で、

仕切り直しをしながらやっていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきた

い。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 この焼酎の問題。町長気合いを入れて、そして私は２６年度の当初の一般質問で、焼酎にか

ける思い、そしてその中でいろんな質問をさせていただきました。その中に５カ年の収支計画

というのも出されているわけです。 

その前にですね、２６年度の製造費当初予算ですけど、３千５５７万４千円で、この中には

今まで入っていた酒税は、総務費に移行しているんですよ。それなのに今年度２７年度も同じ

２５キロの計画で５千１００万かかるんですよ。提案されている計画、この差は製造費の中で

どこの部分がどのように大きく関与しているんですか。この５カ年の昨年提出されました５カ

年の計画の中で、２５年度に４千６００万、２６年度３千５５２万５千円が出ているわけです

が、２７年度に向かっては３千４６０万で製造費良いと言っているんです。この時点は、新し

い瓶をリニューアルしての話ですよ。その時点での計画なんですよ。それが、今回提出された

２７年度の当初予算で製造費が５千１６０万。この５カ年計画はちょっと置いておいたとして

も、２６年度と２５年度における製造費の差。しかもこれは酒税が入って無いんですよ。どこ

にこれだけの経費が増えるんです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ２６と２７年度の部分ですか。 
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○議長（村尾富造君） 

 はい。加藤君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 この資料ですよ。２７年度の予算審議資料の焼酎事業の１ページに、２６年度の製造費は３

千５５７万４千円。当初計画。それが２７年度の計画をする時点で５千１６０万７千円の製造

費がかかりますと出してあるわけですよ。この中に本来であれば２６年度の３千５５７万４千

円は、既に酒税の代金が入ってないんですよ。それなのに２７年度は、これだけ増えた、主に

なった要因の構成割合で一番大きく増額した部分、なんの項目がどのように増えてこれだけの

製造費になるんですか。同じ２５キロですよね。製造量は。今年度と明年度も。 

 

○議長（村尾富造君） 

 整理して答弁してください。暫時休憩します。 

 

○４番（加藤健次君） 

それと何回も中座したくないので、もう１つお伺いしたい。今池下議員言いましたが、２６

年度の当初予算で７千万の売り上げを見ていたんですよ。それが、１２月に４５２万円の増額

補正をしたわけですが、現時点で６千１７９万１千円。今月いっぱい努力しますと言っていま

すけども、ここまで来たら日にちは、決まっているんですよ。オーダーは、何日前に受けるん

ですか。その見込み、最大限努力してどのぐらいの数字になるのかどうなんです。先ほどの池

下議員との質問のやりとりの中に３月末に補正はせざるを得ないでしょうという表現があった

と思うんです。予算審議です。数字で出していただかないと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 今言われたことを整理しますけれども、平成２６年の３月末の売り上げ見込み、それと製造

費。製造は同じ２５キロであるのに、平成２７年と平成２６年度の差が大きいよと。その大き

な原因はなんですかということを聞いているわけで。この２点を整理してできるまでの間、暫

時休憩いたします。 

 休憩 午後 ３時２０分 

                              再開 午前 ３時3１分 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解き質疑を再開いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 先ほどの御質問の関係でございます。２６年２７年の製造費の差、１千６００万円の部分で

ございますが、これにつきまして２７年度の部分で、製造、消耗品の瓶代と資材費の高騰及び
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印刷製本の部分、ラベル等の高騰です。先ほど製造の部分では、２５キロという両年度も変わ

りありません。２６と２７年の違いといたしまして、販売数量の部分で増という形をとってご

ざいます。その部分で販売数量の本数が資材を含めた中で、７万７千７００本から２７年度が

１１万５千９４０本という形で、販売数量の増を見込んでいる部分がございます。この金額が、

今回のこの差額になってきているということです。細かい部分でいきますと、消耗品の部分で

は、２６，２７の対比といたしましては、約１千２００万。印刷製本の部分につきましては、

２２０万。臨時職員の瓶詰の回数が増えてきますんで、この部分の経費が増え、１６０万。総

体で約１千６００万の増という形になっております。それと２６年度の収入の関係でございま

すが、先ほどもご説明いたしましたが、現在この現計予算額に向けまして、鋭意努力しており

ますので、これに向けて数字は上げていくという形で努力してまいりますので、理解をいただ

きたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 確認をするんですが、瓶代等の増額が１千２００万ですか。間違いないですか。これ売れる

本数の部分で、２６年度と２７年度の部分があるんですが、２５年度、２６年度の部分から言

うんですが、なぜそんなことを言うのかというと、瓶を新しくするときにトータルでは、瓶代

は大きく値上がりしませんとこういう説明だったんです。記憶にありませんか。委員会の中で、

新しい瓶に切りかえていくと。この段階で瓶はどうなっていくんだという論議になった時に、

今までの北緯４４度など非常に高い瓶もある。結果として、浪漫倶楽部については、高いもの

になるけれど、瓶代トータルとしては、そんなに大きな増額になっていく心配はありませんよ

と言う説明を委員会の中でしてきていると思うんですが。だからこそ私は、この５カ年の事業

計画がつじつまがあっているんだと思うんです。 

すなわち瓶代が値上がり、とんでもない高いですよ。ラベルが２２０万です。こういうもの

っていうのは、基本的にスタート時点でわかりきっていることでないですか。委員会に向かっ

て大きなアップはありませんで説明してきているんですよ。そのことが結果として、この焼酎

事業の５カ年の収支の中に出てきているんですよ。製造費について言ったらせいぜい２９年、

３０年にやっと４千６００万ぐらい。これはなぜかというと増量をしていくからこういう数字

だと思うんです。 

一つお尋ねしておきます。現在、浪漫倶楽部でもし売ったとしたら、新しい瓶で同じだけ売

ることによってどれだけ格差がでたんですか。１本当たりの話でなくても良いです。トータル

として売り上げ、何千本売るのかわかりませんけども、その計画から差額が何百万出るんです

か。こういう計算がきちっとなされていたのかどうなのかということ。課長は売り上げの部分

でも、努力しますとしか返ってこないんですよ。今月の末に臨時議会を開いて、何らかの形の

補正をするんだと思います。プラスになるのかマイナスになるのか。その時に上がってなかっ

たとしたときに、その時はやむを得ないでしょうで終わっちゃうわけですか。今年の見込みの

収支の大まかな部分がわからないで、やはり来年度の計画をさらに大きな数字で認めてくださ

いという方が、これ無理ないですか。 
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製造費は上がっている。しかも、販売目標は、今年度から見れば、１２７％増額をしている。

１２月の４５０万円含めて２０％ぐらいなるのかな。そういう売り上げ目標を努力しますで終

わらせて、焼酎事業はそういうものでないでしょう。瓶やネーミングやそして清里でつくった

清里の焼酎、基本的な考えに入るけど、そういう１つの流れの中で、町長も私の一般質問の中

で、５カ年の中では３０年には一般会計からの持ち出しはゼロにするような雰囲気でいきたい

よと努力してきますと言っておりますけど、いきなりだめなんですよ。スタート時点の計画が

甘くないか。だから、私はここで２７年度のこの予算のあり方。必要なものだからこうやって

増額していくことが、本当に適当なのかどうなのか。焼酎事業そのもののあり方、この辺がき

ちっと明記されないとまずくないですか。思いだけではいいですよ。これから大変な時代に入

っていくというときに、他の特別会計と焼酎事業は別ものだと思います。その辺の考え方は、

思いだけ一生懸命言っても理解してもらえない部分も出てくるんではないですか。焼酎事業に

関しては、ある意味これ以上は一般会計から持ち出しはしません。その範囲内でやる。あるい

は焼酎事業では、こういう目的でやるだからこの目的に向かって、ここまでは一般会計から持

ち出しをしたいというような方向でいかないと。あるいは瓶代が高すぎて、今回の予算審議の

中で値上げの話が一部で出たようですが。それで、本来の焼酎事業の目的は達成できるのかど

うなのか。たくさん言っちゃったけれども、本当に大丈夫なんですか。この計画で２７年度。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 一番最初の瓶の金額の関係でございますが、昨年の当初予算の中で、２５と２６でそんなに

変わらないという答弁をしているということでございます。この関係につきましては、デザイ

ナーとの最終的な部分で瓶の決定をしてきたのが３月ぎりぎりになってという部分で、当初の

考えた分と多少の形が変わった部分。それらも含めてすべて特注瓶になってしまっているとい

う部分がございます。それで、価格の部分も当初の予定よりもあがってしまったというのが実

態でございます。１２月の補正をさせていただいたときも、結局、その資材費の高騰、これら

の部分を含めて補正をいただいたところでございます。 

今回、収入繰入の部分につきましても、なるべく少なくできるような形での焼酎の売り上げ

の中で、何とかやりくり出来るかというふうに組んだところなんですが、なかなか一気には無

理だという部分でございまして、８千８百９０万という数字で計上させて頂いているところで

ございますが、このほかに一般会計からの繰入、職員の人件費分と、入れていただいているの

は事実であります。そういう部分も含めて、全体での事業費、１億７００万という数字になっ

てございますが、これらの部分は、前年と比べるとかなり増額という形になっているのが事実

でございます。委員からも御指摘のとおり努力しますだけではだめですよという部分でござい

ますが、私どもも、今の提案させていただいた販売数量、販売金額、これに向けて進めていく

という形で思っておりますので、その辺は御理解をいただきたいというふうに思います。職員

の思いだけではためだよというのはありましたが、私どものほうも目標をある程度高い形で持

った中での販売、焼酎売り上げという部分を掲げてございますので、ご理解いただきたいとい

うふうに思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 当初予算の２６年度、今年度の当初予算の財産収入の７千万。３月末で売れるんですか。売

れないんですか。ここはクリア出来るんですか。出来ないんですか。見込みとして。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 この分につきましては、先ほど申し上げたとおり、実際に予算上７千４５０万という数字で

掲げてございます。それに向けて努力をしているということでございますので、御理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今日、３月の９日ですね。しかも大まかな年度末ですよ。そうするといろんなところで決算

を迎えたりしていると４月まで待とうかとかいろんな部分動く環境の時なんです。確かに異動

がある時期ですから、そういう意味ではチャンスという時もあるかもしれません。この時点で、

だいたいの数字は、わかるんじゃないですか。努力しますという形だけで３１日になって、そ

の時に出来ませんでしたって言葉だけで返ってくるんですか。逆にそれ以上減額でなく、増額

補正で基金に積みますという形でくるのか。予算審議ですよ、議会を終わらせれば良いという

話では、無いんですよ。議員が納得すれば良い話でなくて、町民の皆さんに理解と協力を得な

いとならないんですよ。 

先月の道新ですか。今月でしたか、マスコミの中では、５～６％で売れています。焼酎良い

ですっていう報道がありましたよね。その報道を見たら、焼酎事業ってばら色なんだろうなと

思う人だっているかもしれません。私は、ここへ来て１２月に約４５２万円の増額をせざるを

得なかった補正のときに、財産収入であげたことに大きな問題があったのかな、それを認めた

議会の問題があったのかなと思います。ただ２７年度予算に関して、これから事業を展開して

いくときに、また二度と同じような焼酎事業の過ちは、犯すべきではない。もっと前に戻れば、

焼酎の瓶を変えたことが、間違いだったかもしれないということなんですよ。一般会計から持

ち出しを多くするために、焼酎事業のネーミングと瓶を変えたんですか。清里の町民に愛され

て飲まれる焼酎。そして世界に親しまれる焼酎に展開できたはずだったんですよ。それにもう

１回チャレンジをしないとならないんですよ。そうやって行くためにはどうしたらいいのか。

私の個人的考えですけど、売れる数字を予算の財産収入に上げるべきです。むしろその部分の

経費についても、私は減額して予算をとおすしか今回は無いような気がしています。そして焼

酎事業の本来のあり方をどうするか。ここのところ、もう１回きちんと処理することが、私は
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大切なような気がします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの関係でございますが、道新等でも６％程度の売り上げがあがっているというよう

な記事の掲載をいただきました。その中で新たなブランド品９月からのリニューアル後の部分

での数字という形でございます。その部分では６％以上の売り上げが伸びているということで、

これは間違いないところでございます。全体的な部分４月からの売り上げの部分で低迷した部

分ございまして、その分、何とか盛り返しをかけようとしているところでございますが、なか

なかそこまで行き着いていないことが、実態でございます。２６年度の売上については、何と

か目標について頑張っていきたいと２７年度の売り上げにつきましても、決して、売れない数

字ではないという過去の実績もございます。それらも含みまして、目標のほうに向かっての取

り組み。これを進めていきたいと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 議員さんそれぞれいろんな考え方が、焼酎に対してあるんじゃないかなと思います。私が思

う部分で、この４０年ぐらいの歴史がある焼酎です。一村一品運動で道内でいろんな物が始ま

って、恐らく半世紀続いているようなものというのは、そうそうないんじゃないかなと思いま

す。そういった時に、うちの町のこの焼酎なんですけど、町民憲章にも書かれています５番目

に文化を育てと。僕はこの焼酎は、清里の文化だと思います。この文化を町民も職員そして議

員も含めて育てて行くか行かないか。ましてその４０年も歴史があるもの、それを捉えた形の

中で進むんであれば、僕は経営の中身が、この時代ですから余り大きな赤字を出していくよう

な形のものは、望ましいと思いません。だけどそういう部分では、やっぱりこの焼酎というも

のに、町民が夢とかいわば浪漫とかそういうもの持って求めて、みんなで守り育てていくんだ

いう気構えになった時に、若干の経営の不振部分は許される部分じゃないかなとそのように思

います。確かに無理な計画を上げるのもちょっと問題があるかもしれません。だけど去年リニ

ューアルして新しい瓶ができて、また１歩それに向けて、町民も含めてやっぱり焼酎に関する

気構えが変わったんじゃないかなとそういうふうに思います。その中で、確かに健全経営とい

う形のものは取っていただきたいなと思いますけど、町民そして職員・議員一丸となって販売

に向けて、取り組んでいくべきかなとそのように思う次第です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 産業課長。 
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○産業課長（二瓶正規君） 

 今の御意見でございますが、焼酎は４０年という歴史をつくっております。この関係、当時

は一村一品のはしりということで始まった事業でございますが、焼酎と言えば清里町というこ

とで、ある程度浸透してきている部分もございます。これらの町のＰＲも含めた中での事業と

いうことで、御理解をいただきたいというふうに思います。焼酎会計の部分で極力一般会計か

らの繰入を少なくしていきたいという部分で、頑張ってというところでございますが、なかな

かそこまでいっていないと。一時は、焼酎会計の中で事業展開ができ、繰入も無しに事業がで

きたという部分もございました。ただここ最近では、繰入をいただきながら事業実施をしてい

るのも実態でございます。２７年、今まで以上のかなりの大きな繰入もしながら、さらには財

産収入を増やしながらということで焼酎会計を進めていきたいというふうに考えてございます

ので、その辺は御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 今、課長からそういう話を聞いたわけなんですけれど、儲けるためにやるのであれば、儲け

る手段はきっとあると思いますよ。ただ行政が取り組む分で儲けに走るだけでは無く、この４

０年も歴史があるものに特化してやっていくべきなのかなと僕は思いますね。そのことも含め

て、町長３代にわたる焼酎事業ですよね、きちっとやっぱりトップの考え方、焼酎に向けたこ

とをお聞きしたいですよね。そのことをもって、やっぱり町民そして議員そして職員がね、一

丸となってやれる体制ができるんじゃないでしょうかね。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 焼酎事業のいろいろお聞きいただいているところでありますが、御案内のように、この焼酎

事業は、かれこれ４０年という大きな歴史を踏まえた中での事業でありました。当初一村一品

のまだ前段のはしりの時代に先輩の皆さん方が始めたこの事業。その中の発案者の一人でも私

はあります。ですから今こういう状況に至っているということについては、非常に嬉しさもあ

りますけれども、非常に厳しさもあるなというふうに思っているところであります。先ほどか

らお話をいただいているこの４０年は一つの歴史であります。やっぱり継続は力なりなんです

よ。ですから、清里の町民の皆さんが、清里の名物は何ですかと聞いたときには、たいていの

多くの方は清里焼酎です。そういうふうに言ってくれる。そういう歴史を踏まえてきたという

こともしっかり認識をしなきゃならんだろうと。そういう焼酎にかけた想い、夢、希望はやっ

ぱりきちっとした体制の中で、今後に向かって進んでいかなきゃならんだろう。先ほどもあり

ましたが、デザインが間違いだったんでないかとか、そういう議論ではないだろうと私は思っ

ております。やっぱりこれをどういかに育てていくかということが、我々の清里町民としての

文化があります。歴史であります。そういう思いで育てていかなければというふうに思ってお
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ります。 

だからといって何ぼでも、一般財源から入れれば良いんだという気はさらさらありません。

しかし、全くこれを収支だけで考えるんであれば、それは企業がやればいいだけの話になりま

す。まちづくりはそうでなくて、トータル的にうちの町がどうみんなで評価をしながら自慢の

できる誇れる町にしていくかということではないかというふうに認識をいたしております。全

体の中でいろんな考え方の方もいらっしゃいますから、それが一概にどうだという議論展開に

はならないというふうに思っていますが、私のそうした思いをお話させていただいたというこ

とでありまして、一定の方向性を持ちながら町民の皆さんが誇れる、自慢のできる品物として

しっかりと育てながら、我が町のやっぱり名物特産品づくりを、特にまち・人・仕事の中で新

たな雇用、新たな特産品をつくろうと言うことで、一生懸命動き始めているところであります。

そういう意味においても、全てが収支だけでやるということになれば、最初からこれは企業が

やるべきもんだということになって、まちづくりとの一体性は出てこないというふうに私はと

らえております。たまたまうちの町の場合は、焼酎という普遍的なものであります。またこの

焼酎の醸造免許を持っている自治体とは全国でもうちだけなんです。自慢できる誇れる成果だ

と私は思っています。これを今までやり遂げていただいた首長もそうですが、職員の皆さん、

そして議会の皆さん、そして町民の皆さんも、やっぱりこれに対する愛着があってこそ、本日

まで持ちこたえてきたというふうに私は理解をしているところであります。これをしっかりと

受け継いで、さらに発展をさせていければなという思いでありますので、そうした思いをくみ

取りいただきながら、御審議をいただければというふうに思います。 

以上で答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 町長の思いは去年からも聞いていますし、私も一緒です。だからこそ、去年の９月にリニュ

ーアルしたわけでしょ。だけど、そのときに議会に説明し、町民に説明している内容と、変わ

ってきていませんかと。そういうものをきちっと修正をしていかないとまずくないですかって

言っているんですよ。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的方向性については何ら変わってはいないと、私は思っています。ただ数字的な部分で

のやりとりだとか、当時見込めなかったものもあるでしょうし、時代の流れとともに変わって

いくこともありますから、そういう数字的なものの違いが出てきているかもしれませんが、そ

のものについては変わっていないと私は思っておりますし、職員全体となって、一生懸命取り

組んでいこうという流れの中にあるというふうに私は理解をしているところであります。 

 



137 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 確かに町長、それは大切なことです。しかし限られた予算の中で、この町が持続するために

それぞれの分野でそれぞれの項目で予算を使っていかないとならない。焼酎だけが赤字でもし

ていく話ではない。限られた環境の中で認められるものは、良い。だけども当初、議会の皆さ

んに、町民の皆さんに説明した内容と大きく変わってきている。しかもそれが今回の予算審議

の中で、今年度については、またその予算の収支が合わないから、価格の改定をしているよう

な話も出ているわけです。そういう形の中で、その思いだけで物事を費やしていいのか。思い

でやったけども高くなったら、さらに売れなくなったから、また上げないとならない場面も出

るかもしれない。本当に町民に愛されて、町民に飲まれる焼酎の関係を維持するためにはどう

するのか。思いは良いですよ。でも予算の部分の中で、当初計画から言っているのと大きく変

わっていくような部分があるとしたら、計画にもうちょっと注意をし、可能な限りの計画を立

てることも大切ではないでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 私ども基本的な思いを先ほど述べまさせていただいたわけでありました。具体的な部分とし

ての数字の動きは、やっぱりその時の情勢がありますから、１回決めたからこれで１００％で

すよということで無い場合もあります。ですからそういう中身においては、やっぱり契約変更

もあるだろうし、補正予算ということもあり得ることは当然のことで、特にこうした商品を扱

っているということであれば、常に動きがあるというふうに私も理解をしておりますが、先ほ

どから申し上げますように、基本的な方向性については何ら変わっていないというふうに私は

理解をいたしているところでございまして、その平成２７年度の財産収入が余りに唐突な数字

が上がってないかという御指摘でありますが、決して私は売れない数字ではないというふうに

考えております。また今の時代の趨勢でありますから、それで約束ができるかどうかというと

商売ですから、ある程度、それに向かって進んでいくというのが我々のやり方でありまして、

やっぱり予算の組み方等もありますし、そういうような中で、この８千８９５万６千円が今ま

で到達したことない未知の数字であるんであれば、なお慎重かもしれませんが、現実的には、

古い時代のときにも１億数千万を売り上げてきたという経過もあります。ただ、今と時代が違

うぞと言われれば、そのとおりです。違いますけども、それに向かって、今年の予算組みに向

かって進めていくというのも我々職員一丸となって進んでいかなきゃなりませんし、当然その

中では、町民の皆さんの協力も頂かなくてはならないというふうに思っているところでありま

して、いろんな課題はあるかというふうに思いますが、こういう中でしっかりと今年度２７年

度、取り組んでいきたいということでありますので、御理解を賜ればと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

言葉の端々はあまり取りたくないんですが、来年の計画はいいとして、今年度の計画を達成

できるんですか。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 数字的なもんですから１００％ですとか１２０％ですとか９０％ですとかは、なかなか言え

ないですが、実態としては、その方向に向けて努力していくより、方法がないんだろうという

ふうに思いますし、それに向けて一丸となって職員と取り組んでいるということでありますの

で、そういう部分でのご理解をいただかなければ。なるかならないかの結果論になりますんで、

３月３１日になってみないとわからないという部分が事実です。ただ今までの推移からいけば、

そんな簡単な数字ではないというふうに私はつかんでおります。ですから絶対到達できないか

というとわからない部分はあるし、到達できない部分も相当肝に銘じてやらなきゃならんだろ

うというふうにも理解はしているところであります。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今加藤議員と町長の議論を聞いていまして、１つ思うところがあります。町長の思いの中に

焼酎にかけるその４０年の歴史、また、勝又議員からも指摘されているとおり、やはり焼酎の

文化という部分では、私も重々認識しております。そして今、社会の流れはやはり変わってい

るというのも事実かなと思っております。今回ここで特会計の歳入歳出の中を見まして、普通

の企業であれば、やはり経営再建をする。一番最初にとりかかるのは、どう売上を伸ばすか、

そしてかかるコストの中でどこを削るか。そこはやはり人件費です。そうした中でどうやって

利潤を生むか、それが経営者としてのあるべき姿だと思います。ところがこの焼酎事業は、町

が単独でやっている事業なんですね。そこにはやはり町長が先ほどおっしゃった中であります

けども、清里町と言えば焼酎、これは１つのやはりブランド力。この費用対効果をどう捉える

かは、なかなか難しいかもしれませんけども、そこはやはりある程度考えられる部分ではない

かなと私自身思っております。今町長がこういう高いハードルを挙げたんですけども、このハ

ードル、本当に残るのは大変ですけども、町長２７年の予算執行の中にこの焼酎事業に対して、

この焼酎の単価設定を見直したいという説明がありました。それに対して、今一度、町長の方

に答弁をお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 まず御理解をいただきたいのは、平成２７年度の８千８９５万６千円の財産収入。これにつ

いて、４月から来年の３月まで１年間ですが、たまたま今回大きく違うという部分は、平成２

６年度分については９月からの新製品の発売でありますから、それまではずっと毎月下がって

きていました。９月以降少しずつでありますが、盛り返してきていると。こないだもブランド

デザインの報告会のときに、そのデーターをお示ししたところでありますけども、事実として

徐々に売り上げが上がってきて、何とか到達したいという思いであります。ということは、９

月までの間４月からずっと下がったんです。５ヶ月間。今回の場合は、２７年は最初から上が

りの形で入ってきますから、私としては、一定の成果が出てくるだろうという予定はしており

ます。ただ先ほどに言いましたように経済ですから、絶対的なものはありません。時代時代の

そのときの流れで変わっていくということもありますんで、１００％ということはありません

けれども、そういうような流れを見ながら、この目標を定めたということでご理解をいただき

たいというふうに思います。 

またもう一つ価格設定のことでありますけれども、全体としてクリエーターの方や鈴木教授

ともいろいろ御相談をさせていただきました。端的に言えば、今の瓶、今のデザインは昔の価

格で売っているんです。ですから新しい型を持って新たにつくった瓶ですから、それなりの価

格はかかっています。単価は上がっています。それともう１つは、やっぱりブランドデザイン

に対する評価をどうつけるかというのは先生とやらせていただいたんですが、基本的には売り

に出すわけですから、やはりそれに見合う売り方をしてもらわないと困るんだという話をいた

だいております。それをどういうふうに我が方のその販売の形と、また単価に置きかえていけ

るかという課題が残ってくるわけですが、現実問題として方にブランドデザインをかけて、こ

れだけ対応をやって、昔の古い瓶と同じ値段ということ自体がおかしいよと。クリエーターの

皆さんにしてみれば、ばかにされている話だねという、極端に言えばそういうようなお話もい

ただいたというのも事実でありまして、そこらへんをしっかりこれから検証しながら、どうい

う形に持っていくのが一番いいのか。私どもとしても先ほど言いましたように町の自慢であり、

誇りであり、夢である、歴史であります。文化でもあります。私もこの歴史続けていきたいと

いうふうに思っておりますが、だから何ぼとの繰入ればいいんだ、なんという議論は成り立た

ないというのは十二分に承知の上でありますから、やはりその中で先ほどの部分での、デザイ

ンをどう見ていくかという部分を含めながらですね。今後十分に議論をしながら価格体系につ

いても、しっかりとやっていかなきゃならんだろうと。当然販売力をどうつけていくかってい

ったら、運営にかかる問題でありますけども、理解をいただければというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 販売力の強化であります。ちょっときつい言葉になるかもしれませんけども、一般会計から

の繰入れの額はある程度やはりセーフティーネット部分で、もうそろそろ考える時期に来てい

るのかなと。 

もう１つ、時代の中で経営というのは大変難しいんですけども、いろんな自治体がこういう
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アルコール醸造でやりながら運営しているところもありますけども、やはり思い切った感覚と

いうか、そういう検討の時期に来ているのかな。４名のクリエーターの中が町民に愛されるよ

うな清里焼酎のつくり方を今後清里町民が考えてくださいと言う課題提起がありました。どう

いったような形で町民がこの焼酎事業に参加できるのか。町民自ら販売するのも１つの政策で

しょう。あるいは自らが出資するなり、そういう新たな経営形態も、これからの時代に向けて

未来永劫ではないですけども５０年、６０年の政策の中で事業展開するんであれば、そういう

こともやはり検討する時期に来ているのではないか。いつまでも、この少子化の中で、過疎が

進んでいる当町において、この焼酎事業活性化しながら取り組むのは大変難しい難題かなと思

います。しかし、今国は地方創生という形で出てきていますけども、そういった意味で、当町

は焼酎事業のある部分、売れれば雇用の活性化、地域の人たちを活性する、雇用する、そうい

う政策もとれないかなと私自身は思っています。それがゆえにやはり強い気概の中で、町長自

ら思いがありますけども、その仕組みづくりをどうするんだということもあわせて考えていた

だきたい。 

町長、私、議員になって、焼酎で質問したときにグループ制にちょうど移行した年でした。

でそのときに、職務分掌という形で、横のつながりでいろんな販売、町内のイベントでは一緒

に売りたいという答弁をされた記憶があります。しかし、なかなかそれはうまくできませんよ。

やはり販売、あるいは営業、醸造それらに向けての責任。やはり長くやって歴史を積んで、解

っている人が進めていただかないと。継続性を持つという部分では、一人の人材の登用で、す

べて即決で決裁をする。常に担当現課の課長にお伺いする、その後は町長、そして最後には議

会の承認を得る。現状はそうですよ。これ以上言う部分はないんですけども、やはりそういう

部分でスピード感がどうしても遅い。焼酎瓶の購入にしてもいろいろありました。やはりスピ

ード感があればある程度、民間であれば買えたのかなと私自身は思っています。これは経営改

善になるかなと思いますけども、その販売の部分でいえば、価格の改定をどうするんだと、あ

るいはその販売部分の営業である人材の人件費分をどうやって、スリム化ができるのか、近々

の課題として、今後取り組んでいただきたいと思います。それについて町長のほうから。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

焼酎醸造事業。多くの歴史を踏まえながら、今日を経ているわけでありますが、そうした中

で今後の繰入金に対する一般財源の扱いの方法も、もうそろそろ具体的な検討の時期に来てい

るのではないかという御提案をいただいたところであります。私どもとしても先ほどから申し

上げておりますように何ぼでもつぎ込めばいいという判断はいたしておりません。先ほどもお

話をさせていただいたように、全体のまちづくりとしての考え方での焼酎事業の位置づけと、

それに対するどういう評価をしていくかという部分。これらについてもじっくりと今後検討さ

せていただければというふうに思うところでございます。 

また、そうした中では町民の皆さん方も、どういう形で清里焼酎の製造を販売にかかわって

いただけるか。クリエーターの皆さんの提案の中では、事務局体制の中をつくり直してみたら

どうだろうと、要は外部の力も借りながらやったらどうだろうという提案もいただいておりま
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すんで、そういう部分も含めながら焼酎醸造、昔は委員会があったんですけども、そのような

形の事務局体制を構築していくかということについても、十分に検討し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し、また平成１７年に町民の皆さんによって策定されたまち

づくりの自立計画。この中で平成２６年において、グループ制の中で焼酎は、ここの位置に閉

めるべきという答申に基づいて作業させていただいた次第でもありますが、それが果たして皆

さん方、多くの意見の中で、本当にそれが正解なのかどうかやり方はどうなんだというふうに

もう一度検証する時期に来ているんだろうと思いますし、それは焼酎だけに限らずですね、町

の行政全体の組織のあり方としても、そこら辺を２６年という目標の年度に達したわけですか

ら、そこまでは８０人体制にきましたし、１度はその道をきっちり来ましたので、いよいよ見

直しをしながら次の体制をつくっていく。そういう時期に到来をしたのではないかというふう

に私も考えるところでありますので、これらについては一昨年から既に内部的には事務改善委

員会の中でいろんな議論をいただいております。一定の方向性も出てきているようであります

んで、さらにそれを掘り下げる中で、しっかりとした物にできれば良いというふうに思ってお

りますので、そういう意味においても焼酎事業だけでなくて、全体としてのあり方についても、

まちづくりの観点から検討させていただけばというふうに考えております。どうぞご理解をい

ただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

今議員の皆さんから、いろんな質問が出たわけでありますけれども、町長が申されておりま

すように、この４０年の歴史のある焼酎、そしてまた自慢の焼酎。これ誇りを持って販売に向

かって進めると。それは町長も議員皆さんもこれは同じ考えだろうと思うんです。 

しかしながら今前中議員からも意見がありまして、やはり焼酎をうちの町の中でどう位置づ

けるか。町長も今後考えていかなきゃならない。一般会計からの繰入がどの程度が許される範

囲なのか。我が町の財政面からいって。そういった部分を検証して、この焼酎も、やはりどん

どんどんどん安く売って利益に繋がることであれば、またその利益で別な住民サービスという

こともあるでしょうけれども、それについても相当難しいだろうし、不可能に近い。そんなふ

うに考えているわけであります。そういった中でやはり焼酎の位置づけをしっかりしていくと。

これはもうずっと過去から続いてきた問題であり、なかなか難しいですけども、これをしっか

りとトップとしてやっていただきたいなと。まず、そんなふうに思うわけであります。 

そしてまた、今日予算審査ということで２７年度販売計画。これについて皆さんの非常に心

配をされているわけです。町長の答弁の中にも目標であると、それに不可能ではない数字だと

こういった答弁をされておられるわけですけれども、私どもとしてみると過去には１億の大台

もあったわけですけど、近年過去数年見ても、やはりそこまで可能かな。そこら辺皆さん心配

をしているところであります。また、これ売れなかったら誰が責任とるのかとか、そこまでど

うなのかとあるわけですけども、私達も町民の代表として、立たせていただいているわけであ

りまして、そういった中で責任も感じているわけであります。そういった中で、皆さん心配を

されてこの予算がどうなのか。本当に可能なのか。数字合わせの予算なのか。こんなこと言っ
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たら大変失礼ですけれども。そういった心配が一番あります。そういった中で、これの修正が

可能なのか。それともこのままの数字で理解を求めていくのか。これお聞きしたいと。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま田中議員よりの御質問でありますが、基本的に一般会計からどの程度繰入れした場

合、妥当なのかというようなお話もいただきます。まあ妥当な線がどの程度かというふうに思

いますが、結果としては、直接的に焼酎醸造して販売する効果とそれから全体的な部分として

の雇用が出ていますよ、よそからお客さんがこのために来ていただいていますよ、また研修に

も来ていただきますよとかいろんな部分を併せた間接的な効果を入れていくと、東京農大の学

生が１回焼酎工場に対して評価を入れてくれたものがあります。それからいきますと億単位の

評価がされておりますんで、そういうことを考えていけば、一般財源から繰入ることについて

も、全体のまちづくりの観点からいったら、決してやぶさかではないんだろうと。収支だけ合

わなかったらすぐやめるとかそういう話にはならないだろうというふうには思っておりますが、

その部分をどう捉えていくかが、慎重に評価をしていかなきゃならんだろうなというふうに思

うところでもございます。 

また２７年度の予算、本当にご心配をお掛けしております。極端に言えば、今年の売り上げ

に対して、来年は１２７．１％と、２７％の売り上げの増を見込んでいるわけでありますから、

これでしっかり売れるのかと思っている不安の趣がたくさんあるというふうには理解をすると

ころでありますが、今は焼酎ブームでありませんが、それこそマッサンのようなことがあって、

またブームに乗るという場合もあるかなというふうに思っております。同じ醸造の分類であり

ますから。そういう部分の効果もそれは夢みたいな話でありますけども、全くないということ

でもないだろう。参考までですが、実はここにある手元の資料でも平成の１７年から２０年ま

では１億１千万、１億２千万、それから９千９００万、８千９００万という売り上げが入って

おります。当時はちょうど第２次の焼酎ブームの絡みがあったんだろうというふうに思ってい

ますが、残念ながらそれ以降２１年以降は８千１００万、７千１００万、６千８００万と落ち

てきたことは事実であります。しかし到底なり得ない数字ではないと理解しています。 

せっかくブランドデザインをかけてここまでやったものでありますから、逆に言ったらその

目標に向かって、我々職員一丸となって取り組んでいくし、そして先ほど課長からもありまし

たように管内の小売店に一斉に職員が出かけて販売攻勢をかけております。これが終わるとす

ぐ十勝、釧路方面に入りますし、全道的に５００件の小売店をまわる計画を立てております。

そういう中から今年度中に販売いただけるかどうかというのは、かなり難しいところはありま

すけれども、やっぱりそういう努力をした中、販売網を強化していくというのが、まずは第１

だと考えております。またそのためにせっかくここで心機一転デザインを変えて頑張るぞとい

う前向きな姿勢の取り組みであるわけですから、それをしっかりとやっていきながら少しでも

目標に近づけていきたいというふうに考えているところでもありますので、ご理解を賜りたい

というふうに思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 思いは十分にわかりました。今回のこの売り上げ目標は販売８千８００万。このうち今年度

製造できるのは２５キロなんです。残りは在庫なんですよ。それで収支が合う話ではないんで

すよ。そういうことをひとつ冷静に、思いと町民に理解ができるように、スタートをかけてく

ださい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今おっしゃられた在庫を処理しながらもそのとおりだと思います。十分に検討しながら目標

に向かって進めていければという思いであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 しばらく皆さんの意見を聞きまして、私なりに素朴な疑問として、町長にお聞きしたいんで

すが、去年クリエーターの方たちいろいろと協力をいただいて、焼酎の付加価値を、もうちょ

っと高めてはという話をいただいたということなんですが、この価格設定は、町長が決めたん

ですよね。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今回の価格設定については私のところで協議をしながら決めさせていただいています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

 

○２番（池下昇君） 

 付加価値をつけた中で、予算審議の説明の中で産業課長が料金の値上げをすると話されてい

ましたけども、先ほども町長は話をされておりましたけども、実際問題として、北海道清里の

樽で例えた場合、１千２００円ですよ。これが収支のことを考えているようなことになった場

合、１千５００円ぐらいになるのかなというふうに私は思うんですけども、町民の方が正直買
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うと思いますか、これ。町長どう思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 いろんなやり方があるのかなというふうに思っております。町民の皆さんには、今の価格を

なるべく維持したいと思っております。そういう中でどういう手法がとれるのかという部分も

含めながらやっていければなというふうに思っているところでございます。そしてまたある一

面、冷静に考えていけば、あれだけのデザインとあれだけの品物があれば、まだまだ価格は上

がってもほかの商品と互角に戦えるというふうな思いを持っているところであります。ただ価

格は今売っている樽のやつについては１千２００円ですね。１千２００円を何ぼにしようとい

う議論ではありませんので、私の中でどれだけそれを認知していただけるかどうかという部分

を踏まえながら、最終的には覚悟を決めていかなきゃならんだろうというふうに思っていると

ころであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 焼酎っていうのは、乙類もあれば、甲類もあるんですよ。甲類の焼酎は、例えばセブンイレ

ブン・セイコーマートと行ってわかると思うんですが、乙類の約半分の値段ですよ。焼酎とい

うのは若い人は多少飲むかもしれませんけども、ほとんどがやはり年配者なんですよ。高齢者

なんですよ。年金受給者。そうすると私たちの町でもたくさんおりますけども、実際問題とし

て旧浪漫倶楽部は高くてかえないという声がいっぱい聞こえたんですよ。そういった中におい

て、値段の改定というのは、私はいかがなものかなというふうに思いますけども。その辺町長、

値段の改定が云々ということで、この予算８８００万というものを上げたんではないと思いま

すけど、もし、上げると仮定したならば、当然この金額も変わってくるわけですよ。そういっ

たことを考えて、十分そういったことを考えて金額のことを設定して、町民に親しまれて長く

愛されるためには極端な金額、デザイナーの方たちには１２００円では安すぎる、町長自身も

もっと高くても売れるのではないかという思いはあるかもしれないですけども、飲むのは町民

なんですよ。市町村どこの市町村、都会でもそうですけど、お金のある方だけ飲むわけじゃな

いんですよ。そういったことを十分考えていただいて進めていただきたいなというふうに思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 価格の改定も視野に入れながらということでありますから、今ここでなんぼにするだとかと
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いう話ではありませんし、また当然焼酎はアルコール嗜好品でありますから、いろんな方々が

いろんな場面で使われるということも考えていかなきゃならんというふうに思っております。

余りに唐突な話ばっかりできませんので、じっくりと議論をしながら、どういう方向性がしっ

かりと愛され、飲まれていく商品になるのか。そしてまた我々の希望するようなデザインに対

する価値観をどうつけていけるのかという部分についても議論をさせていただきながら、その

中で場合によっては価格改定についても踏み込んで考えていかなきゃならんという部分も含め

てやっていきたいな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。今

の時点で価格を盛り込んだ販売とはなっておりませんので、それはこれからの中で議論をして

いきたいというふうに思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

以上で特別会計予算の質疑を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

本日はこれで延会といたします。 

明日は、９時３０分からの再開となります。どうも御苦労さまでした。 

 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

散会 午後 ４時３５分 
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平成２７年第２回清里町議会定例会会議録（３月１０日） 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 

    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 

    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 

    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 

    ５番 畠 山 英 樹   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   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   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 
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    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    柏 木  繁 延 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   小 貫  信 宏 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   議案第２２号～議案第２８号（各会計予算案の総括質疑） 

   議案第 ８号  清里町立保育所条例の一部を改正する条例 

   議案第 ９号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第２２号  平成２７年度清里町一般会計予算 

   議案第２３号  平成２７年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第２４号  平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第２５号  平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第２６号  平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第２７号  平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第２８号  平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   意見案第１号  農協関係法制度の見直しに関する意見書について 

   意見案第２号  ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書について 

 

 ●予算審議（総括）説明員補助者 

  総 務 課 企画財政Ｇ    主 幹  本松 昭仁   主 査  泉井 健志 

  消防清里分署         分署長  河合 雄二 
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                             開会 午前９時３０分 

 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元

に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により議長において、３番勝又武司君、４番

加藤健次君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第２２号～２８号（各会計予算案の総括質疑） 

○議長（村尾富造君） 

日程第２ 一括議題となっております。 

議案第２２号 平成２７年度清里町一般会計予算から議案第２８号 平成２７年度清里町焼

酎事業特別会計予算までの各会計予算について総括質疑を行います。 

 

○議長（村尾富造君） 

村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ただ今から申し上げることに対しまして、昨年の１２月定例議会で２名の議員から質問事案

でありまして、再度伺うという話になりますが、その点申し上げます。清里町第５次総合計画

に基づいて各事業を町長執行されてきましたこの４年間を振り返ってみて、公約を町政運営に

反映することが出来たか。このことについてまず、伺いたいと思います。 

 

○９番（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問をいただきました村島議員の御質問内容について答弁をさせていただきたい

と思います。昨年１２月の段階でも質問をいただいた件であります。同じような答弁なのかと

思いますが、御理解をいただきたいというふうに思います。 

基本的に私が調整を担当させていただいたこの４年間、いきなり東日本段震災そして相次ぐ

災害。また人口も減少しておりますし、少子高齢化も進んでいるという社会の仕組みがありま

した。またその中でも、ＴＰＰ交渉への参加。これは特に本町みたいな農村地域においては、

町そのものの存続に係るような大きな課題でもございます。また途中では、災害の中から再生

可能エネルギーの取り扱いについての大きな課題もありました。この大きな時代の流れといい



149 

ますか。変革の中にあった４年間であったかなというふうに私としては、総括をしているとこ

ろであります。 

しかしながら本町の行政運営、こうした大きな流れをしっかりと認識をしながら、また健全

財政を維持しながら、住民参加と協働共創のまちづくりを基本としながら進めてきたというの

が実情でございます。私の公約の中にもありました、住んでいて良かったと実感のできるまち

づくりに奔走してきたところでございます。この４年間に公約として掲げておりましたそれぞ

れの項目ごとの事業、それなりに各分野にわたり、実施をさせていただいたというふうに思っ

ておりました。おおむねそういう方向に沿った新たな政策や事業展開をさせていただくことが

できました。 

全体としてこの４年間で、新たに取り組んできた事業ということで、１つは生活の基盤とな

る産業経済の振興、まちづくりの活性化事業の中では、札弦のパパスランド道の駅や町民プー

ルの改修、そして公共施設のＬＥＤ化合わせて、防災情報メールによる取り組み、また図書館

の検索システム、また番号制度。これは国の制度によりますけれども、そういうシステムの導

入に合わせて戸籍の電算化が遅れておりましたが、これを完全電算化に踏み切ったというよう

なこともありますし、または商工振興対策という中でも、プレミアム商品券の増額、あるいは

割増し支援を行ってきたというような事業も展開をさせていただきました。また基幹産業であ

ります農業の振興事業といたしましても、土地基盤整備事業、そしてＪＡの農協でん粉工場で

実施をいたしました深層曝気施設の導入とあわせて、麦のコンバイン４台の新規導入、これに

ついても実施をさせていただいたところであります。また商工業観光関係の事業についても、

既存店舗の改修支援の事業も執り行させていただきましたし、またこれは全体的なことであり

ますが、町単独での補助金や交付金での対応について、地元商品券での一部発行を行ってきた

というようなこともあります。また各年度にわたって年度間のつなぎ事業を実施させていただ

いたという内容も多く含まれているところであります。 

また健康のまちづくりの関係では、地域医療機関との連携強化ということで、１次・２次医

療の確保に向けた取り組みを行ってまいりました。新たに医療や福祉資格職員の新規採用にか

かわる支援事業、そしてまた新しい医療機関、開設者の確保もこの期間にできたということで

ありました。健康まちづくりでの一定の成果があったものというふうに思っております。また

その中でも特に高齢者の皆さんの対応といたしましては、肺炎球菌や高齢者の救急キットの配

置また福祉灯油の支援事業制度化をしたというような事業もあります。そして緑や札弦地域を

中心としたテレビ電話健康相談システム、これはせっかくの光回線を活用した対応という中で

の取り組みも行いましたし、また児童や妊婦への対応策というような中でも妊婦健診の回数の

拡大、またそれぞれのワクチン関係についても支援をさせていただいておりますし、児童生徒

への対策事業といたしましては、小学校中学校、義務教育までの医療費の全額支援対策を実施

をさせていただきます。また、それ以外の各種ワクチンについても対応させていただいたとこ

ろであります。 

その他、子育て教育環境支援という中では、学校の給食費の負担軽減を実施させていただき、

かつ中学校から地元高校への進学者に対する支援対策も実施をさせていただきました。また小

学校においては、多人数学級支援員の配置。そして学級支援員。現在の多動性の子供たちがた

くさんおられるというような中での対応にさせていただいております。また保育所の関係にお

いては未満児の保育の実施ということで、今まで２歳半であったものを１歳半まで引き下げた
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未満児保育の実施をさせていただいております。それとあわせまして、第３子以降の保育料の

負担軽減対策も実施をさせていただいているところであります。光岳小学校が１００周年を迎

える対応の中で、光岳小学校の屋内運動場の耐震化を、これに合わせて事業を実施させていた

だいたところでもあります。そして高校への総体的な支援対策という中で、高校生の希望され

る１年生全員について、ニュージーランド派遣等を行い、特色ある学校教育という中での高校

の対応を行ってきたところでもあります。 

また安全安心まちづくりの観点から行きますと、それぞれ公共施設の長寿命化契約に基づく

改修というようなことを進めてまいります。その中では橋梁の長寿命化、ごみ処理施設の長寿

命化、公営住宅の長寿命化計画、こういう計画に基づくそれぞれの整備実施をさせていただき

長寿命化計画の策定をさせていただいたところでもあります。また、その他では高齢者住宅の

いわゆる経費老人ホーム、ケアハウスなどの基礎調査も実施をさせていただき、一定の方向性

を今つかみつつあるというのも事実でございますし、また地上デジタルテレビの放送に合わせ

まして、電波障害共聴施設を緑、札弦地域で整備をさせていただきます。このように数多くの

事業展開をさせていただきました。 

概ね新たに私なってから取り組んだ項目というのは、約７０項目の項目があるということで

ございます。そういう中にも特に地域で産業の振興はもとよりでありますが、次代を担う子供

たち、そして若者たち。子育てそして教育環境の政策。また健康づくり施策等を重点的に、清

里町の将来につながる事業に積極的に実施をしてきたところでもございます。また現在におい

ては、国の方において１２月の総選挙以降第３次安倍内閣が誕生いたしました。その中でアベ

ノミクスの更なる推進とそして新たな地方経済の再生という中で、まち、人、仕事の創生本部

が提唱しております地方版の総合戦略。これについても早急な取り組みを進めていかなければ

ならないというふうに考えておりますし、また第５次総合計画が中間年を迎えるということで

これと合わせた中で清里町の将来像であります人と自然がともに考え、躍動するまちの実現に

向けた対応を進めていくための見直し、改定もあわせて進めていく予定といたしておりますの

で、これらにつきましても、御理解を御支援を賜りたいというふうに思う次第であります。以

上、少し長くなりましたが、申し上げまして答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ただいま、公約は７０項目というお話をされました。今朝ほどですけれども、教育長が議員

控室に来られまして、太陽光のことについて説明があったわけでありますが、予算審議中の中

でも、特にこの太陽光パネルの使用ができなくなった。売電ができなくなったということにつ

いてかなり議論されたわけでありますが、これは今後やはり決着つくまで、大変な事案の１件

になると私も思っております。この点について伺いたいと思いますし、また焼酎会計事業につ

いても議員から話が出ていましたけれども、赤字であっても製造を続けるようなことになりま

すとこれは一般会計からの繰り出しするようになろうかと思うんですよ。ですからこの件なん

かについてもどのように今後対応するのかをまず、２点伺っておきます。 
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○９番（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま２点のご質問についてお答えをしたいというふうに思います。 

まず１点目の太陽光発電にかかわる取り組みの関係でございます。特に太陽光の発電につい

ては、平成２６年の事業の中で公共施設３施設とさらにプールの部分での太陽光発電実施をさ

せていただいたところでございます。公共施設周りの３件の部分については、当初の予定どお

りにもう既に売電が始まっているということでありますが、プールの関係についてはタイミン

グ的に北電側がその発電の全量売電についての態度を保留したということでありまして、これ

は我が町だけにとどまらず全道な課題でございまして、何とかここをクリアしていただきたい。

我々にとっても、その前段にそういう話があれば、それに向けた対応を進められたわけですが、

全く寝耳に水で一方的に当面の買い上げを保留するということでの一方的通知でありました。

非常に困惑をしているというのが、事実でございます。国において再生可能エネルギーの積極

的な導入等に進めておりますから、必ずやこれの売電についても、現在まで進めた設置が出来

ているものについては早急な対応がされるというふうに私は望んでいるところでありますけれ

ども、今後の部分については、そういう中で規制がよりかかってくるのかなという心配はいた

しておりますが、設置がもう既に終わっている部分については、これは何が何でも買い上げに

していただかなければ、設置した我が町だけでなくて、全道に多くの業者がおりますので、そ

ういう対応とあわせて歩調を一緒に踏みながら頑張っていきたいというふうに思っている次第

でございます。なお、今後の分については今申し上げましたように、北電との対応がまだまだ

不透明なところがありますんで、しっかりと内容確認をした上で、事業の実施ができるかどう

か踏まえていきたいというふうに考えるところでございます。 

次に２点目の焼酎の関係でございますが、議員御指摘のようにどこまでも一般財源を繰り入

れていくということでは、なかなか将来的には厳しいと私も認識をしているところでございま

す。ただ一面で町の文化でもありますし、または４０年という先人先輩の皆さんが築き上げて

きた多くの成果の中で、今日を迎えているわけでありますので、これをしっかりと継承しなが

ら、そしてまちの誇り、そして文化として伝統として、これをしっかりと受け継いでいきなが

らまた発展をさせていきたいというふうに考えるところでございます。今般デザインも全面的

にブランドデザイン化をさせていただきます。これも４０年という１つの節目を機に新たなる

スタートをかけていきたいという思いでありますので、この思いに向け、全力で職員一丸とな

って取り組んでいく覚悟でありますので、今後とも御支援、御指導いただければありがたいと

いうふうに感じるところであります。 

以上申し上げて答弁とさせていただきます。 

 

○９番（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ただ今は２点についての答弁もお聞きしましたが、太陽光については、保留になっておりま
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すから、今後北電のほうと密接に接していただいて前向きに売電できる方向に向けて努力して

いただきたいと申し上げておきます。 

焼酎工場につきましても、昨日も長い時間にわたっての議論でありましたけれども、問題の

ない４０年ではなかったと私も思っておりますし、１つの大きな事業であります。１村１品か

ら始まって４０年間。これは北海道、全国またにかけても町長も言われていましたけれど、免

許が他の町にはないんだという意気込みでありますから、今後やっぱりこの焼酎を活かしてい

ってください。私も焼酎売り何てやったことないんですが、産業まつりにお手伝いさせて頂い

たり、静岡の沼津まで行かしていただきました。ラベルが変わって、瓶も変わったわけですか

ら、樽は大変人気がありました。１時から５時ごろまでの時間であったんですけども、もう３

時ごろには完売という形で、喜んだ一人であるわけであります。今後焼酎に関しては、大変難

しい商売と言ったら語弊ありますが、やはり町、自治体で直接でやっている事業ですから、大

変な面もあると思うんですね。でもやったからにはここで止めるというわけにいきません。で

すから今後も努力して、町民に不安を与えないような方向に向けてやっていただきたいとこの

ようにお願いをしておきます。 

また、公約の中で、良いこともたくさんあったんではないかなと思っているんです。これは

住民が一番心配したこと、病院問題ですね。私も行くとこ、行くとこで病院が無くなっちゃう。

住民はこんな年になってどこへ行けというんだと大分言われました。決着つくまでは、尋ねら

れても答えることができないんですね。しかし、結果的に病院も開業することが決まりました

し、喜ばしいことかなと私も思っております。 

またいろいろと年数はかかったんですけれども、レストハウスの件につきましては、これも

現在の建物は、縮小されるかと思いますけれども、それも新改築されるという部分で、それな

りにひとつひとつ解決してきているものも、目に見えております。 

ですから今後やっぱり全般的にいろんな問題があろうかと思いますが、努力していただきた

いと思います。私の総括おわりますけれども、何かありましたら。 

 

○９番（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま総括ということの中で、それぞれの項目について御質問をいただきました。私の公

約としてきたそれぞれの事業関係についても、その成果をお話させていただく機会をいただき

まして、今ありましたように大きな４項目、太陽光の発電の関係、そしてまた焼酎の問題、さ

らには病院、清里クリニックの閉鎖に伴うところの新たな対応の問題。そして新たに期間中に

発生したレストハウスの閉店の問題とそれぞれ御質問をいただいたところであります。 

北電の発電の関係については、北電の保留の方針がその時点で出されてしまったというよう

なことでありますが、先ほど申し上げましたように突然の話でありますから、うちだけでなく

て全道各地でこの問題に大きくかかっているところがたくさんあるというふうに感じておりま

すので、それらとの連携の中で、しっかりと物言うところで言いながらですね。早い解決を目

指してしていきたいというふうに考えております。 

また焼酎の関係につきましても４０年という１つの歴史を踏まえ、今日に至っているわけで
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あります。それで何でも良いのかということに関して、決してそういうもんではないというふ

うに私も自覚をしているところであります。焼酎を製造し、販売するということはもう１行政

の中で難しい作業でありますし、困難を伴っているというのも事実でございますが、やはりこ

の焼酎、清里町の誇りでもありますし、町民自慢の物でもあります。そして先ほどもあります

ように何と言っても、全国でこの焼酎の免許を自治体で持っているというのは、清里町のみな

んです。この優位性と特異性をしっかりと意識しながら、全体のまちづくりの中の町民として、

そして行政として一緒に取り組んでいく大きな町づくりの課題の１つとして、しっかりと捉え

ていきたいというふうに感じている次第であります。 

また診療所の関係でありますが、現在恵尚会が診療所運営をいただいておりますが、御案内

のように昨年の１１月の１０日に突如として撤退をするということであります。私にとっても

年度末、年始を控えそして年末を控え、こんな時期にこんな話が出てくるとは思っていなかっ

たわけでありますから、恵尚会の方から病院は、まだ今の段階では赤字ではないですけれども、

将来的な赤字が心配されるので、明年からこの金額をいただきたいと。こういう話があったわ

けで、その時期にそれをぶつけてきたということで、私も困惑したわけでありますけれども、

結果としては、議会の皆さんにも相談できるような内容のものでなかったということもありま

すし、町民の皆さんにも説明できるような内容でもなかった。私としては、本当に断腸の思い

でありますし、もう先が全く見えない中で、これは継続していくわけにはいかないという思い

で、新たなお医者さんを探すという方向に踏み切ったわけであります。目算も何もありません

でした、この時点では。いろんな管内の医療機関を回らせていただいて、話は聞いてくれるん

ですが、時期的に困難だと。時間がなさ過ぎるということで断られてきましたが、たまたまい

ろんな情勢の中から隣り町であります川湯の森病院の方に話が伝わりまして、そうした中で具

体的な話を展開させていただき、お影をもちまして１月１０日に最終的に公表しても構いませ

ん。私が後を引き継ぎますという御回答をいただいたということの中で、今日を迎えているわ

けでありまして、これらについても、今具体的な診療所開設に向けた作業を進めていただいて

おります。町民の皆さんの中では院長先生自体が得意とする科目が心療内科ということで、本

当に大丈夫なのかという不安の声もあるというふうに聞いておりますが、院長先生は中心的に

清里でやっていただきますが、全体のスタッフと合わせた中での診療ということでありますか

ら、それぞれの中には、内科もあり、外科もあり、小児科もあるという中で最終的に看板を掲

げてやるかというのはこれからの詰めになってこようかと思いますけれども、午前中は内科、

午後は外科だとか、そういったいろんな取り組みの中でやっていけるんではなかろうかと思っ

ておりますし、１９床の入院病床についても、先に申請を上げたところでありまして、先だっ

て審議会が北海道で開催をされ、前向きな答えをいただいているということで、また正式な文

書はいただいておりませんけれども、電話連絡で了解がついたということでありますので、そ

の方向で進めて行けるでしょう。ただし、これにつきましてもお医者さんは確保ができたよう

でありますが、看護師さんの確保が現在進められているということでありまして、その対応が

しっかりととれた段階では、当初の段階から入院病床もしながらのスタートも可能性はあると

いうことでありまして、許可だけは事前に行政許可をいただく形で進めている次第でもありま

す。 

次にレストハウスの関係であります。これも今の形態にそしてレストハウスの運営の方式に

かなり乖離が出てきたということでこれ以上続けていくことは困難であるというような中で、
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町にこのレストハウスが閉店され、戻されてきたという実情がございます。早速これらについ

ての対応について、検討をさせていただき、また議会のほうとも相談をさせていただいたとこ

ろであります。規模的なものは縮小をさせていただきますが、あの場所における焼酎工場等と

一体的に、清里町の活性化やよそから来ていただく交流のお客さんの場所として観光的なイン

フォメーション施設としての活用をしていかなきゃならんというような思いから、現在改修に

向けた設計、実施設計が執り行れているところでございまして、これの具体的な改築に向けて、

平成２７年に２８年をかけながら準備を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。あくまでもよそから来てくれるお客さん。これ札弦に道の駅がありますから、ここと競

合とすることがないような規模での対応を考えていきたいと思っております。中心的には町の

いろんな物産を、あの場所で試験的に販売ができればいいと思っていますし、一定の方々がコ

ーヒーを飲んだり、ちょっとした軽い軽食ができる。そしてくつろいでいただきながら清里の

インフォメーションを体験をしていただくと、そんな場所になればいいかなというふうに思っ

ております。考え方としては清里の観光のインフォメーション施設と物産とそして軽食程度。

そして旧のブライダル施設の場所があったわけですが、それらについては上屋をとり払って、

下地だけを残してイベント舞台として使えるようにしていきたい。夏場もそこで子供さん達が

遊べるようなそういうような施設としても十分に使っていけるのではないかという中で、取り

組みを進めているところでありますので、これらにつきましてもいろいろな面での知恵をいた

だき、また活用方法をご協議をいただければ幸いかというふうに考えているところであります

ので、よろしくお願いを申し上げまして、答弁に代えさせていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 私の総括も村島委員と同じで、町長の４年間の成果について、お伺いします。先ほど答弁が

ございましたので、違う感覚で、質問したいと思います。 

平成２７年度清里町予算編成方針ということで、定例会に提案され、予算案は４月の統一地

方選挙が実施されるということから、人件費・扶助費など業務的経費、さらには継続事業とす

る骨格予算であることから、本格的には６月の定例会の補正の提案になりますが、当初予算一

般会計４０億２千１００万円。特別会計合わせて５６億２千２００万円ということで、昨年、

平成２６年とほぼ同額ということでございます。 

我が町は人口減少と少子高齢化の課題が一番の問題がありますが、町としても様々な取り組

みを行っていくわけでございますが、国は昨年いわゆる地方創生重要政策と言って、様々な政

策を講じて、我が町も的確な判断をとっていただきたいと思います。さまざまな取り組みとし

て、社会保障と税の一体改革を伴うマイナンバー制度の導入、道路防犯灯のＬＥＤの事業化、

地域起こし協力隊の体制、子供支援による保育の増員、特定健診を初め、各種検診事業、予防

接種事業対策、その他農林費の農業振興計画が新たに策定されました。商工費についても例年

どおりの支援ということになりました。プールも５月に新規オープンの運びとなり、体力増進

健康運動の施設として期待されるところでございます。特別会計の予算編成概要も説明を受け

まして、特に焼酎特別会計においては９月、ブランドデザインによる瓶のラベル等のリニュー
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アルの一定の評価を得ているところでございますが、今度の努力次第かと思われます。第５次

総合計画の中間年でありますので、今後のローリング作業を的確に進めていただきたいと思い

ます。 

櫛引町長は４年前の統一選挙に当選して、就任以来、町民福祉の向上と地域の発展のために、

職員とともに誠心誠意取り組むということで、まちづくりの基本方針を持って向かってきたと

思います。その中で、長寿社会を迎えてみんなで支える健康で安心して暮らせる笑顔の溢れる

まちづくり、次代を担う子供たちが伸び伸びと育ち一人一人の暮らし、夢や暮らしを大切にす

るまちづくりと定め住民協働の共生の町づくり、豊かで活力のある産業振興、幸せが実感でき

る快適環境のまちづくり、夢を持ち豊かなところを育む街づくり、元気で健やかに暮らせるま

ちづくりを掲げておりました。 

４年間の執行の成果については、先ほど７０項目にわたる成果が発表されましたが、特に清

里町においては、雇用の消失による人口減少に伴う雇用の創設が大事ではないかと思います。

買い物弱者、店舗の減少によって、高齢者は車がないので、買い物にも行けないという買い物

弱者の対応・対策が喫緊の課題でないかと思います。高校問題ですが、受験者が減って、高校

の存続の危機、特徴がある高校の維持が喫緊の課題でないかと思います。国保の会計の対策と

しては、各種の健診、健康診断の充実を特に図っていただきたいと思います。スポーツ施設の

広域化ということで、町民プールが完成して通年利用ということも考えてはいかがと思います。

１町村だけでは、維持管理は大変だと思いますが、３町に水泳競技を行っている方が多数おら

れるということで、そういう面でも将来に向かって考えていってはどうかと思います。清里で

もスキー場の施設の維持管理がいつまで続けられるかという圧雪車、リフト老朽化はなどの心

配もございますが、できる限りは町村でやってもよろしいですが、最終的には広域ということ

も考えてはいかがかと思います。雇用の増大によって人口が増大するためには、公営住宅も規

制がいろいろありますので、町営住宅の建設も考えてはと思います。 

先ほど４年間の執行に当たってきた成果をお聞きしたんですが、いま一度、違う角度で成果

を発表できたらお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただ今御質問いただきました。澤田議員からそれぞれの項目について答弁をさせていただき

たいと思います。 

まず、本町だけでもありませんけれども、全国的な課題となっております人口の減少、そし

て少子高齢化。これはもう本当にどの町にとっても困難で難しい課題だなというふうに思いま

す。そうした中で国は、先ほども申し上げましたように、人口減少問題に資金面から取り組む

とした、町、人、仕事創生本部をスタートさせます。それに合わせて地域経済の好循環という

ものを含めた中での対応が、とられようといたしているところであります。課題とした人口の

減少の問題もありますし、雇用の問題もその中に含まれておりますし、また都市への人口一極

集中と言いますか。この課題も多く含まれているという中での地方創生の内容でございます。

従来１つの基準で、全国を縛りつけるような規制に基づくまちづくりというのが進められてき
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たわけですが、今回この中で多様性のある地方づくりというのが、謳われておりますんで、あ

る１面、地方それぞれの考えの中で対応できるのかなというふうに思っている次第であります。

ただ現状は、聞くところによりますと地方創生の交付金については、総合戦略を策定して、良

いものから順番にとってきます。こういうような決めがあるみたいでありますから、そうなれ

ば、どうしても効率性・可能性を追求されていくということならば、都市周辺部に全部いろん

なものが集約をされ、人口の少ない田舎は効率が悪いわけです。そこを非常に懸念していると

ころでありますが、表向きの言いだしとしては、地域のそれぞれの実情に合わせた多様性のう

えに立った政策を、こういう話でありますから、ちょっと矛盾があるのかなというふうに思っ

ているところであります。また町におきましても町・人・仕事の地方創生に基づく総合戦略地

方版を早急に建てなければなりません。そしてまた今年度の場合は、第５次の総合計画の中間

年を控えておりますので、そちらの方のローリングの見直しも並行して進めていくということ

になりますが、内容としては、別な計画になってまいりますんで、総合計画の中に全部それを

おし込むというわけにはいきません。あくまでも総合計画は、町の１０ヵ年計画としての後期

分をどうやっていくかという部分で、それと総合戦略の部分については、町・人・仕事の当面

する部分とそれから将来における人口問題を含めた対応として、どうしていくかという対応に

なってくるのかなというふうに思っております。町におきましては、今までもそうした活性化

対策と人口の減少対策また雇用対策を含めて、トータル的な意味合いでのまちづくりの各種の

政策展開をさせていただきます。先ほども議員の中からお話ありましたように、みんなで創る

明日のふるさと町に活力と賑わいを、これが私のスローガンであります。これに向けた２つの

基本方針と５つの目標に沿った事業施策の展開をさせていただいたところでありまして、先ほ

ども申し上げましたように、新しくスタートさせて頂いたのは、その５つの項目、全体で７０

以上のそれぞれの政策事業を展開させていただきます。当然従来から継続している事業は、そ

のまま継続をさせていただいた上にこの部分を付加させて頂いたということでありました。全

体としては、効果がこれから広く町内に行き渡っていくだろうという思いでいるところであり

ます。 

そうした中で具体的にお示しをいただきました雇用の創出、買い物弱者の対策、高校の存続

の問題、国保の会計の健全化、またスポーツ施設の広域に向けた対応、人口の増に向けた町営

住宅、公営住宅等の建設事業、住宅の確保の問題とかこれらについて簡単になるかと思います

が、お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

まず雇用の創出の関係でありますが、これほんとに難しい課題でありまして、一朝一夕には

解決するというのは困難であると私も理解をいたしております。働く場所をどう確保していく

のか。既存のそれぞれの職場と新たに職場を起こしていくという両面性があるのかなと。内容

によっては移住定住との絡みもあります。移住定住でこちらに来て、職を探しながらというこ

とになると、かなり難しい状況が出てまいりますんで、できる限り自から職を持った方にこち

らに来ていただいて、今の時代ですのでインターネットだとか光回線を通じた中でのそういう

仕事ができる業態の方でも移住定住が増えれば良いかなというふうに、思っているところであ

りますが、単純にはそうはいかない。全体を振り返っていけば、やはり働く場所をどういうふ

うに確保していくかが大きな課題でありますので、今後とも商工会、また農協等、それぞれの

関係の企業者の皆さんとも十分に相談をさせていただきながら、そういう企業が取り組んでい

ける部分と行政が支援のできる部分が、しっかりと連携をとりながら進めていければというふ
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うに思っております。町全体としては、季節的な部分、年間を通じたそういう雇用の場という

ことを含めながらやっていければという思いでいるところであります。 

続きまして、買い物弱者の対応でありますが、買い物弱者というよりも現在の商店街、商工

振興をどう捉えてくかということになっていくのかなというふうに思っております。当然これ

から年齢が少しずつ我々も含めてあがっていきますので、そうした中でいけば、現在は、よそ

の町にでも自由に買い物に出かけていける。しかしある一定の年齢がくれば、どうしても車を

手放し、地元でなければ生活ができないという生活圏が小さくなってきますんで、そういう中

から考えていけば、その地元の商店街をどう確保していくかという大きな課題になっていると

思っております。商店街そのものは地域の生活圏として密着につながっておりますし、また生

産物のそれぞれの販売という部分においても地域と、本当に繋がっている商店であります。そ

うした中において、私としては個々のお店という捉え方よりも、もうここまで来たら、公共財

的な捉え方をしていかなきゃならん。というふうに考えております。今後の商店街の形の中に

おいても、今までみたく、その改修をするから何１０分の１の補助ということでなくて残って

いただくためにどれだけのことをしていかなきゃならないのか、そしてまたそれに対して個人

の商店に対する支援になりますから、いろんな賛否は出てくるかと思いますが、やはりそこは

公共財的意味合いをしっかりと町民の皆さんに理解をしていただきながら、個人のお店が残る

んでなく、その業態のお店が残っていくという対応の仕方をしていかなければならないという

ふうに感じているところでもございます。先ほども申し上げましたように、今後のお店屋さん

そのものの考え方がありますから、行政が一方的にその中にというわけにもまいりませんので、

商工会、また中央商店街、それからそれぞれの個店の方々とも十分相談をさせていただきなが

ら、どうした手法が一番を地域に合う手法になるのかどうか検討をさせていただきたいと思う

ところであります。 

続きまして、３点目の高校の存続の問題であります。御案内のように数年前までは２間口の

対策としての高校の総合支援対策の実施をさせていただきましたが、数年前から４０人を切る

というような状況になりまして、ここに来てさらにそれが進んで、２０人を切るという形にな

りました。基本的には清里高校については、よそのところに通学するのが困難な地域の１つと

して、清里高校の位置づけをいただいておりますが、現実問題としては、今年３７名の中学生

卒業生がおります。そのうち地元で清里高校に願書を出された方は１０名なんです。２７名は

ほとんど就職がありませんから、高校なり専門のところに通われるということでありますから、

もうそうなったらこの地帯が、よそに行かれない地域であるという認識でいいのかどうかとい

うことも踏まえていかなければならないのかなと思っております。ただ私は、この地区に高校

を存続させていきたいという思いでありますので、地元の子どもたちや父兄の方々がもう要ら

ないという判断を示されば別ですが、そうでない限りは、行政としては最大の努力をしていき

たいという思いであります。小清水高校は明年度からの閉校に向かった作業に入っていくわけ

でありますから、そうしたこともしっかりと連携をとりながらどういう対応ができるのか。こ

れも小清水側とも十分相談をしながらやっていかなければならん。そういう時期に来ていると

思います。今後さらに減るようであれば、先ほどに言われたような形での全体的な対応も考え

ていかなければなと。行政側からで一方的にこれをなくした方がいいとか云々の話ではない。

やはり地域にこの高校としての存在をしてきた異議がしっかりとあるはずですから、それをも

う一度しっかりと確認し合わなければならないだろうというふうに思っております。 
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次に国保の会計の健全化の関係であります。国民健康保険特別会計でありますが、現在もル

ールに基づく繰入を行させていただいております。ここ１年から２年はですね。おかげさまで、

だいたいそんなに大きな特別繰入をしないで、ある程度進んできたということで高額の方が少

しずつここへ来て、これは予防検診だというその成果なのかなというふうに思っておりますが、

高額の方の患者さんが少しずつ減ってきているという状況下であります。今年もそういう中で

は、当初予算の段階では、法定繰入は別ですけれど、それ以外の部分はなく組むことができま

した。ただこれは健康管理ですから、いつどこでそういう重篤な方が出るかわからないという

不安は常にあります。現状の中ではそういう健診だとか、予防事業の成果が出てきているのか

なという思いをいたしております。国保会計そのものについては、平成３０年以降、都道府県

にその事業主体が移されるということに決定されておりますので、それに向けた移行作業がこ

れから始まってまいります。今まではその自治体でこの国保会計を持って、皆保険がスタート

したわけですが、これが今度都道府県は後期高齢者と同じような形で都道府県単位になって保

険料の徴収、収納の関係は町村に残るというような形で再スタートされるというふうに思って

おります。一刻も早くそういうスタイルになって人口が集中しているところ、また私どものよ

うな過疎の地域を全体としてトータルで健康を守れるような事業体系になれば、ありがたいこ

とだなというふうに思っているところであります。 

それから続きまして、スポーツ施設の広域化等の関係でありますが、私どもの町においても

スポーツ施設は、ほぼ物ができ上がってきております。今般、町民プールも開始をさせていた

だくことができます。全体として、各町村はそれぞれの施設を持って、フルに動かしてくとい

うことであれば、それぞれの負担がかかっていると。これも重々承知の上でありますが、今後

の長寿命化という中においては、３町の連携をどうしていくのか大きな課題かなというふうに

思っております。行政的にも広域的な繋がりというものをしっかり捉えていかなければという

ふうに思っておりますので、今後の３町の中における全体のスポーツ施設や文化施設の位置づ

けを踏まえた中で、緩やかな連携が組めれば良いかなという思いもいたしておりますので、こ

れは改めて３町首長同士で１度話し合いをしていきたいと。すぐにそれをしたから来年からと

いうことはなかなか難しいというふうに思っておりますけれども、将来的な改修だとか修繕だ

とかそういうものが入ってくる長寿命化計画の中では、どういう取り扱いができるかというこ

とについても相談をしていきたいというふうに思うところであります。 

それから人口増大に向けての住宅の確保の関係であります。町においては、公営住宅を中心

に様々な形態の住宅を持ってございます。全体として公営住宅の長寿命化計画と人口とのバラ

ンスがありますので、少しずつ古い住宅を取りやめ、撤去しながらそれに見合う同等ではあり

ませんけども、不足する分について改築新築をしてきているというのが実情でございます。今

後、移住定住対策そうした流れの中、それからまた空き家バンク事業も併せて実施をさせてい

ただいておりますので、連携をとりながら、実態としてどれだけの必要性が出てくるか。これ

しっかりと踏まえていかなければならないなというふうに思っているところでございます。こ

の辺については、住宅の確保について民間の方々の賃貸住宅とかが出れば、非常にありがたい

なというふうに思っておりますし、いろいろな面で、これから町だけがその単独での建設はそ

れだけではなくて、いろんな形での住宅政策というのは展開をしていかなければならない。当

然持ち家に対しても、先ほどもありましたように、移住定住の取り組みの中で進めていかなけ

ればならないというふうに思っておりますし、特に移住定住団地の造成と分譲を機に、そこで
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町内で建設されるための１つの手法としての対応策も既にとらせていただいております。移住

定住支援事業として、地元建設会社を使って建設をしていただいた場合には、こんな支援をし

ます。また子供一人についても、最大何人までの支援をしていきますということでやっており

ますし、定住者の方々に固定資産としての住宅といった場合については、５年間限度に固定資

産税相当額とも支援をさせていただきますというようなことで、いろんな対応をさせていただ

いておりますので、これらの動向を踏まえながら、より具体的で、よりしっかりとした対応が

とれるように今後とも努力をしていきたいというふうに思う次第であります。 

以上雑駁な答弁でありますけども、申し上げまして１回目の答弁に代えさせて頂きたいと思

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 様々な答弁いただきました。雇用の問題ですけど、町だけで雇用といっても限られるわけな

んですが、農協、建設業、商工関係者と協力し合って、起業家を育てる支援を少しでも雇用に

つながるような対策を立てていただきたいと思います。 

高校問題ですが、昔から高校もほかにはないような特徴がある学校運営という、道が主でや

っているわけなんですけども、地方によっては特徴ある学校で生徒が特に、集まってくるとい

うとこもあるんですけど、今までそういう対応が遅れていたんでないかなということで、これ

から起死回生で住民大会のパネルディスカッションでありましたように、信金の支店長さんが

やっていた清里に来れば英語が上達するというような、今からでも遅くはないと思うんで、何

か特徴ある起死回生の対策を学校とともにとっていただきたいなと思います。 

移住定住バンクは、観光協会でとり行って応募をしたら、結構評判がいいということで、人

口増にも繋がると思うので、対策を強力に進めていただきたいと思います。 

買い物弱者ということで、商店街の公共性の業態の地域を進めるということで、急には難し

いことですけど、何かと対策を強力に進めていただきたいと思います。 

国保会計が道に出されるということですが、道も財政的に厳しいわけですが、町の負担が、

それによって安心して病院にかかれるというかそういうことになろうか。その辺は一概には言

えないと思いますが、負担は負担として、個人はしないとならないと思いますが。 

スポーツ施設の広域化ということで斜里の議員の人に言われたんですけど、斜里にも優秀な

水泳の選手がいて、清里にもいるわけですけど、冬の間は遠くへ行かなくてはならないんで、

応分の負担を考えたらやっていけるんじゃないかというそんな雑談の話もありましたし、スキ

ー場は斜里に任せろとかそんな話もしたんで、スケート少年団の皆さんは、中標津だとか北見

早い時期のスケートの強化合宿にわざわざ遠いところに行かなきゃならないんです。斜里でス

キー場、清里でプール、そしたら小清水でスケート場なんていう方法も考えられるんじゃない

かなと思います。答弁がありましたらお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問にお答えを申し上げたいというふうに思います。先ほど全体を通じた概要

について答弁をさせていただきました。２回目でありますので、具体的な分を含めて、答弁を

させていただきたいというふうに思います。 

まず１点目の雇用対応の関係でございます。これらは、移住定住との絡みが当然出てまいり

ますけれども雇用を確保するということは、それだけど職場をしっかりと確保しなければなら

んということになってまいりますので、既存のそれぞれの職場の中をどういうふうに充実して

いけるかと、そこに雇用をうみ出す新たな展開ができるかどうかというのも１つかなというふ

うに思っております。そうゆう中でそれぞれの企業に対する雇用対策に向けた支援の方策につ

いて、今後検討していかなければという時期かなと思っておりますし、また農家の皆さんがい

ろんな事業に取り組んでいただいております６次化に対する方向性は、国の支援政策もありま

すけれど、それに合わせた行政として、町としての対応策を検討していかなきゃならんだろう

と思っている中で雇用の職場確保をする。これらについて進めていくことが、本当に必要な時

期に来ているんだろうというふうに理解をするところであります。 

それから高校の生徒の確保関係と存続の問題であります。清里町もいろんな対応を今まで総

合政策の中で対策の中でとらせていただきました。しかしながら現状としては、こういうよう

な事実があるということが、実態でありますので、このまま放置というわけにはいかないとい

うふうに思っております。私になってから特色ある高校をどうつくり上げていくかということ

でいろいろ模索をさせていただきました。世の中グローバル化が進んできております。そして、

英語というのはどこの世界についても共通語です。そこからいけば清里高校の卒業した段階で

読み書きができなくても、日常的な簡単な会話は、英語で出来るぞというぐらいの特色をつけ

ていかなければならんだろうというふうに思っております。スポーツを誘致しながら、そこで

スポーツの可能性というのは、いろんなところでやっていますけれども、それはそういう選手

がそろったときの話であって、それが過ぎてしまえばまた下火になっていきます。基本的な学

力の部分で特色をつけていくという意味合いの中で、英語教育は大事だと思っております。本

来は高校だけでなく保育所・幼稚園から小学校、中学校高校へと繋がる教育環境としての英語

力の部分をとり取り入れていくという部分が、必要になってきているだろうというふうに思っ

ております。おかげさまで清里高校においては、留学方式がしっかりと根付いてまいりました。

今般も清里から１名の男子生徒がニュージーランドのモトエカ高校に留学でいきましたし、今

時点は、向こうからも男の子が一人来ていただいております。学校側といろいろ話しているん

ですが、教育委員会のお考えもありますから、行政から一方的なことにはなりませんけれども、

できればそういう中において、１学年に一人ずつ留学生が来ていただければ、日常的な生活の

中、授業の間に自然と英語、語学力を使うようになる。それが本当の意味での話せる英語に繋

がっていくだろうというような方向を模索していきたいと考えているところであります。 

それから移住定住とあわせた空き家バンク対策であります。おかげさまで、今年空き家バン

ク事業を立ち上げさせていただき、今はそれに向けた取り組みを進めているところであります。

現在ちょっと古い資料ですけども、土地で２件、住宅で５件、それから住宅の５件が売り物件

で、それから１件は貸し物件、これらが登録をされており、ちょっと古いんで少し動いている

かもしれませんけども、そういうことで報告をいただいております。うち２件ほどは、今交渉

している最中だということでありますんで、これらが長くまとまっていけば、実績とした数字
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が出てくるのかなと思うところでありまして、せっかくの住宅であります。そのまま何もしな

ければ朽ち果てていくということになりますから、こういう部分を有効に活用していただいて

移住定住の人口対策につなげていければというふうに思っておりますし、またこういう貸し物

件についても住宅リフォームの関係は、その物件として、登録さえきちっといただければリフ

ォーム事業の支援の対象になってまいりますので、そういう中で少し古ければ、サッシを取り

替えたり、内装少し改修をしていただいて、空き家バンクの貸し事業としての貸し物件なり、

売り物件としての登録をいただければありがたいかなと思っている次第であります。 

それから買い物弱者の関係であります。先ほども申し上げましたように、元気なうちは良い

ですけども、やっぱり体が衰えてくると地域でしか買い物ができないということにもなってま

いります。そういう意味においてもやっぱり１業種、１店舗がそれぞれ町に無ければ、買い物

に行きたくても行けないということになってまいりますので、これについては申し上げました

ように公共財としての意味合いを踏まえながら、町がどれだけ個店に対して支援ができるかと

いう部分を含めてやっていかなければならないというふうに思っておりますし、全体の中で例

えば買い物をしてくれたら、それをインターネットで受けながら、物を届けてあげるだとかそ

ういう出前方式って言うんですか。大手ではやっているようでありますが、地元でもそういう

ようなものをやるとか。いろんな方向性に対する支援はしっかりとしていかなきゃならんだろ

うというふうに描いているところでもございます。そういう中から少しでも買い物弱者が出て

こないような対応をしていかなければという思いでおります。 

続きまして、国保会計の関係であります。これ都道府県の移管においては法的に確定してお

りますので、今後具体的な取り組みが進められてまいります。そうなったらスケールメリット

が生かされますから、ある程度余裕が出るかもしれませんが、そうなった時に町の負担はいら

んのかということは無いということであります。いろんな事務的な部分を含めて都道府県にそ

の作業が移管されることは事実でありますが、町の負担はほとんどなくなりますとかそういう

話ではありませんので、やはり係る経費については町それぞれ負担をしていかなければ、当然

患者さんは、それぞれどこ町の患者であると一覧表ですぐわかりますから。それにかかった費

用については、その町がある程度負担をしていく、ただ全体としてのスケールメリットが出ま

すから、毎年補正予算を組んでという形ではなく、全体の中での対応が少し緩やかにはなるん

だろうというような思いでおりますが、より具体的などういう条件で今後詰まっていくかとい

うのはこれからの作業になってまいりますので、また具体的な部分が出てきた段階においては

所管の委員会とも十分相談しながら、内容について確認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。 

スポーツ施設等の広域化の関係であります。お話をいただきましたように、それぞれの町の

特色というのもあるかと思います。先ほど申し上げましたように首長段階で１回どんなもんだ

ろうと。具体的にすぐという話ではありませんけれども、共同で使っていける部分、役割分担

ができる部分を含めて相談をしていきたいなというふうに思っております。特にそれぞれの町

に施設を持ち、それぞれのまちで指導者を抱え、全部町の中だけでというのは、これからは無

いことだろうと思ってますんで、それぞれ施設があるうちはやっていくということになります

が、先ほども申し上げましたように、改築をしなければならんという段階においては、新たな

中で広域連携の模索をしていかなきゃならんだろうという思いでおりますので、これらについ

てもご理解を賜りたいというふうに思います。 
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以上申し上げて答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 いろいろ対策、やれなければならないことが山積しておるわけなんですが、一歩一歩着実に

進めていただきたいと思います。健全財政を堅持しながら町の将来発展を願うわけなんですが、

町長に一言、将来の清里町のあるべき姿、形、夢でもいいですが、あるべき希望みたいなもの

があればお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本町では今までも様々な事業の展開をさせていただいたところでありますし、多くの先人先

輩の皆さんが、本当にこの町を何とか良くしていこうという思いで、それぞれ取り組んでおら

れます。そうした中で特に本町は、道路整備が進んでおりますし、また上下水道や公営住宅環

境についても進んでいると思っております。その他いろんな各種の文化施設、スポーツ施設等

についても、しっかりと整備がされてきてございます。こうした社会的生活基盤、それから産

業基盤もある一定のレベルに私は達して来ているというふうに理解をいたしております。 

今後本当に必要になってくるのは、そうしたそれらの施設をいかに活用し、長寿命化計画と

しっかり合わせた中で、整備改築をさらに進めていくということが必要になってくるだろうと

思っているところでありまして、そうしたしっかりとした基盤に立った上でのまちづくりを、

これからしていくかというのが、この町に住んでいて良かったと思われるようなまちづくりに

なっていくんではないだろうかなというふうに思っております。いずれにしてもこれからの時

代を担う若い子供達や青年たちが本当に夢と希望を持てる。そんな町づくりを我々は、次代へ

繋いでいかなければならないと思っております。清里町の未来のために、そして我々もこの町

にいつまでも住み続けていけるような安心と安全のある町づくりのために、今後とも努力をし

ていきたいと考えております。そんな簡単な内容のものではないと理解をするところでありま

すが、多くの町民の皆さん、議員各位の力を借り、そして職員の皆さんのお力を借りながら、

そうした方向性に向けたしっかりとした方針の中で、今後のまちづくりを進めていかなければ

という思いでありますので、今後ともご支援御協力をいただければという思いであります。 

極めて雑駁な答弁でありますが、一言申し上げまして、夢ではありませんけども、それに向

かって進んでいくということで答弁に代えさせていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 
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○６番（澤田伸幸君） 

 これで終わりますが、すばらしい斜里岳眺望と環境の良い町で、少しでも人口が減少になら

ないように、みんなで努力していかなければならないと思いますんで、今後ともよろしくお願

いいたします。終わります。 

 

 

○議長（村尾富造君） 

以上で議案第２２号 平成２７年度清里町一般会計予算から議案第２８号 平成２７年度清

里焼酎事業特別会計予算までの各会計予算についての質疑を終結いたします。 

ここで議事の都合上１時まで休会いたします。 

休会  午前１０時４７分 

                             再開  午後 １時００分 

 

●日程第３  議案第８号 

○議長（村尾富造君） 

 会議を再開いたします。 

日程第３ 議案第８号 清里町立保育所条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

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（村尾富造君） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第８号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は、原案のと

おり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

起立多数です。従って、議案第８号 清里町立保育所条例の一部を改正する条例は原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第４  議案第９号 

○議長（村尾富造君） 

日程第４ 議案第９号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

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（村尾富造君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第９号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は、原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

起立全員です。従って議案第９号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例は原案とおり
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可決されました。 

 

●日程第５  議案第２２号 

○議長（村尾富造君） 

日程第５ 議案第２２号 平成２７年度清里町一般会計予算を議題とします。 

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（村尾富造君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第２２号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとお

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。従って、議案第２２号 平成２７年度清里町一般会計予算は原案どおり可決

されました。 

 

●日程第６  議案第２３号 

○議長（村尾富造君） 

日程第６ 議案第２３号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計予算を議題とします。 

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（村尾富造君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第２３号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

起立全員です。従って、議案第２３号 平成２７年の清里町介護保険事業特別会計予算は原

案とおり可決されました。 

 

 

●日程第７  議案第２４号 

○議長（村尾富造君） 

日程第７ 議案第２４号 平成２７年の清里町国民健康保険事業特別会計予算を議題としま

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（村尾富造君） 

討論なしと認めます。 

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
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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。従って、議案第２４号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計予算

は原案のとおり可決されました。 

 

●日程第８  議案第２５号 

○議長（村尾富造君） 

日程第８ 議案第２５号 平成２７年の清里町後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

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（村尾富造君） 

討論なしと認めます。 

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。従って議案第２５号 平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計予算は原

案とおり可決されました。 

 

●日程第９  議案第２６号 

○議長（村尾富造君） 

日程第９ 議案第２６号 平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計予算を議題とします。 

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（村尾富造君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第２６号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

起立全員です。従って議案第２６号 平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計予算は原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第１０  議案第２７号 

○議長（村尾富造君） 

日程第１０ 議案第２７号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計予算を議題とし

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（村尾富造君） 

討論なしと認めます。 

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。従って議案第２７号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計予算は

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１１  議案第２８号 

○議長（村尾富造君） 

日程第１１ 議案第２８号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 清里町焼酎事業特別会計予算に対する修正動議を提出いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ただいま加藤健次君から、平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算に対する修正動議が提

出されました。この動議は、清里町議会会議規則第１６条の２より２名以上の賛成者がありま

すので成立いたしました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 平成２７年度清里町焼酎事業、特別会計予算に対する修正動議を議題として採決します。こ

の採決は起立によって行います。この動議のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

起立多数です。平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算に対する修正動議は可決されました。

ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩  午後 １時２０分 

                             再開  午後 １時２５分 

 

 

○議長（村尾富造君） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算に対する修

正動議を議題とします。提出者の説明を求めます。加藤健次君。 
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○４番（加藤健次君） 

 議案第２８号清里町焼酎事業特別会計予算に対する修正動議について。上記の議案に対する

修正案を別紙のとおり、地方自治法１１５条３及び清里町議会規則第１７条の規定により、提

出いたします。平成２７年度清里町焼酎事業会計の予算の一部を次のように修正する。 

第１条中、１億７３７万８千円を、９千２９４万６千円といたします。 

第１表歳入予算を、１、財産収入原案金額８千８９５万５千円を、修正案７千４５２万３千

円、１千４４３万２千円を減にし、歳入合計９千２９４万６千円とする。 

歳出総務費２３２万８千円を減額し、修正金額５千３４１万３千円、製造費１千２１０万４

千円を減額し、３千９５０万３千円とします。 

よって歳出合計歳入同額１千４４３万２千円を減額し、９千２９４万６千円とします。 

修正理由。本議案については、生産物売上収入において、８千８９５万５千円の予算計上を

しているが、２６年度の売り上げ見込みと過去３カ年の売り上げ実績を勘案したとき、急激な

収入見込み増額は、焼酎事業特別会計への影響が予想されるため、健全な事業運営のために予

算現額が必要と判断せざるを得ない状況にある。そのため可と認めたいところであるが、修正

動議の提出をする。 

 

○議長（村尾富造君） 

 提出者の説明は終わりました。これより質疑を行います。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。反対討論から始めたいと思います。勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 それではただ今上程されました、焼酎特別会計予算に対する修正動議。このことにつきまし

て反対討論したいと思います。 

昨日の質問の中でも僕も触れました、この焼酎は４０年の歴史を持った清里の文化であり、

伝統であると。そういうような形の中で、町民、そして議会、職員一丸となって、この伝統な

り文化を守っていく、そういう立場に立ったときに、私は今回上程された数字売上の数字は、

昨日の答弁で、決して不可能な数字ではないと明言されたわけです。ただ今年度、そういう予

測を見て、決して楽な数字ではないかなとの御見解ではございますが、目標として定めている

上、僕はそのことに職員が一丸となって傾注すべきかなと。そのように感じる次第です。確か

に全国ほんとに唯一の焼酎事業所。それも自治体で持っていると。そういう１つの知名度を含

めて昨年の瓶のリニューアル、そういう部分から売上もこつこつと伸びてきております。そう

いう部分で、今回提案された予算の分につきまして、当然これを削減するということになると

来年度、再来年度に向けての製造に大きく影響するような形のものでないかなとそのように感

じる次第です。そういう部分では、焼酎の事業も他の政策と同じだと思います。まちづくりだ

とかそういうものの政策と同じように、肩を並べて焼酎事業の政策があると感じるときに、当

初予算からそれらを無理だろうという形で削減していくのは、私はいかがなものかなと感じる

次第でございます。町長そして職員の協議の中での積み上げた予算の数字だと僕は解釈してい

る部分です。それなりに責任そして期待をいたしまして、とにかく政策遂行のために鋭意努力

していただきたいと感じる次第です。いくら暫定的な予算と言えど予算編成は、おそらく執行

機関のこの内部における政策の選択と決定の過程の部分でないかなとそのように思っています。  
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今回修正動議が挙げられましたけど、いとも簡単にそういう形で数合わせができるんであれ

ば、最初から計画が甘かったんじゃないのかってそれらの部分で言われる部分じゃないかなと

思っています。そのことを含めて、私は議会の権能も含めて町民に示しがつくような部分では

ないかなと、それに感じる次第でよって、この動議について反対をするものでございます。議

員大方の人たちから修正動議が出されております。賛同が得られないかもしれませんけど、私

は反対として述べさせていただきます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

次に賛成討論ありませんか。これで討論を終わります。 

これから平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算に対する修正動議を採決いたします。この

採決は起立によって行います。本件について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

起立多数です。従って、平成２７年度清里町焼酎事業特別会計予算に対する修正動議は、原

案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第１２～日程第１３  意見案第１号～２号 

○議長（村尾富造君） 

日程第１２ 意見案第１号 農協関係制度の見直しに関する意見書についてから、日程第１

３、意見案第２号ＴＰＰ交渉等国際貿易意見書についてを一括議題とします。 

本件について、提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員長村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ～意見書第１号・意見書２号朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

(「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

質疑なしと認めます。お諮りします。本件については討論を省略し採決したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

(「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君）  

異議なしと認めます。 

これから、意見案第１号を、採決いたします。この採決は起立によって行います。本件につ

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） 
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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１号、農協関係制度の見直しに関する意見書については

原案とおり可決されました。 

 

 

○議長（村尾富造君）  

これから、意見案第２号を、採決いたします。この採決は起立によって行います。本件につ

いて原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

起立全員です。したがって意見案第２号、ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉にかかわる意見書につ

いては原案とおり可決されました。 

 

お諮りします。ただいま可決されました意見書の提出先並びに内容の字句等については、そ

の整理をよう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。 

 

●閉会宣言 

○議長（村尾富造君） 

これで本定例会の日程は、全部終了いたしました。会議を閉じます。 

平成２７年第２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 １時４９分 

 

 


