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平成２８年第５回清里町議会定例会会議録（１２月１５日） 

 

 平成２８年第５回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   澤 本  正 弘 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 主 幹   清 水  俊 行 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 

    産 業 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 学 習 課 長   伊 藤  浩 幸 

    農業委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    澤 本  正 弘 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   小 貫  信 宏 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

議会報告第１号 平成２８年度定例監査の結果について 

一般質問    ３名 ５件 

議案第５６号  清里町税条例の一部を改正する条例 

議案第５７号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議案第５８号  清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第５９号  清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第６０号  清里町高齢者生きがい発揮促進施設条例を廃止する条例 

議案第６１号  清里町管理の道路橋梁及び河川の指定管理者の指定について 

議案第６２号  緑温泉の指定管理者の指定について 

議案第６３号  平成２８年度清里町一般会計補正予算（第７号） 

議案第６４号  平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号） 

意見案第７号  ＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を求める

意見書について 

意見案第８号  地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書について 

意見案第９号  大雨災害に関する意見書について 

意見案第１０号 ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書について 

意見案第１１号 安全安心の医療介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書に

ついて 

発議第 ３号  議員の派遣について 
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                                                       開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成２８年第５回清里町議会定例会を開会いたします。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規

定により、議長において６番 勝又武司君、７番 加藤健次君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（田中誠君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

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

内容から判断して、本日１日間とすることが適当と思われます。以上が、議会運営委員会の結

果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日１日間にしたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。 

 事務局長に報告させます。議会事務局長。 

  

○議会事務局長（小貫信宏君） 

 議長諸般の報告４点について御報告申し上げます。 

大きな１点目、議員の派遣状況及び会議行事等の出席報告についてであります。（１）地区選

出北海道議会議員への要請活動について。１１月２９日札幌市において、田中議長が出席し記
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載の内容について要請を行っております。（２）オホーツク圏活性化期成会意見交換会について。

１２月の２日、北見市において田中議長が出席し記載の内容について協議、確認を行っており

ます。（３）その他会議行事等について。記載の行事に議長が出席しておりますので御報告申し

上げます。２ページになります。 

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

が開催されておりますので、ご報告申し上げます。 

大きな３点目例月現金出納検査の結果について。平成２８年１１月分について、３ページの

とおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

大きな４点目、平成２８年第５回清里町議会定例会説明委員会等の報告について４ページの

とおりとなっております。 

以上で議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町長の一般行政報告について申し上げます。 

まず大きな１の主要事業報告でございます。１点目の火災の発生についてでございますが、

９月の１２日午後６時２８分に青葉１５９番地のＤ型ハウス作業所兼倉庫でありますが、そこ

より出火との火災通報がございまして、消防車輌５台と第３分団員消防署員の出動消火作業に

より、午後８時５５分鎮火をいたしております。なお出火原因は屋内配線でございまして焼失

程度は、Ｄ型ハウス１棟２２７平方メートルが全焼と報告をされているところでございます。 

次に２点目の国営畑地かんがい事業、斜網地域維持管理協議会の結果についてでございます。

１１月２２日斜網地域中央管理所にて開催されておりまして、平成２９年度の協議会、平成２

８年度における基幹水利施設管理事業にかかる補正予算そして省力化施設整備事業について協

議承認がされたものでございます。また、緑ダムでの小水力発電に係る事業の推進と運営組織

につきましても協議がされておりまして本小水力発電事業につきましては、平成２９年度の事

業採択、平成３０年、３１年の２カ年事業により整備を行い、かつ平成３２年度より発電事業

を開始する、そうした計画となってございます。また、本整備事業につきましては事業の施行

につきましては、道営事業により行い管理運営体制については国営の畑地かんがい事業斜網地

域維持管理協議会を構成する１市４町において行うことといたしているところでございます。

なお事業の推進と運営管理に関する具体的な組織体制といたしましては一部事務組合方式協議

会による事務委託方式などの組織体制を今まで検討を加えてまいりました。この結果事業の採

択実施までの時間的なことを考慮し事務委託方式により進めることといたしたところでござい

ます。また事務の委託方式先につきましては次回の協議会において受託先を決定することとい

たしておりますので、今後所管の常任委員会とも十分に協議を図ってまいりたいというふうに
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考えているところでございます。 

次に３点目の地区選出北海道議会議員への要請活動についてでございます。１１月の２９日

地元選出の高橋文明北海道議会議員に対し、町議会議長、町農協組合長そして、私におきまし

て記載の当面する本町の諸課題について要請活動を行ったものでございます。 

次に４点目の、オホーツク圏活性化期成会の意見交換会についてであります。本件につきま

してはＪＲ北海道において１１月の１８日に発表いたしました、ＪＲ北海道単独で維持困難な

線区に管内の釧網線及び石北線が該当し、ＪＲ北海道より線区ごとに、沿線の自治体と協議を

開始したいとそうした考え方が示されたことに対しまして活性化期成会として、記載の４つの

事項について、１２月の２日北見市において意見交換が行われたものでございます。①のＪＲ

問題に関する期成会としての基本的なスタンスの関係でありますが現在まで活性化期成会とし

て列車運行の維持駅舎の廃止無人化、貨物列車の存続などの要請活動を行ってきたこと。また

本件についてはオホーツク管内における地域交通体系の維持存続にかかわる極めて重要な課題

であるとの共通の認識のもとに活性化期成会が釧網線及び石北線の維持存続を目途に中心的役

割を担うことが確認をされたところでございます。②のＪＲの線区ごとの沿線自治体と協議を

開始したいとの意向にどう対処すべきかと。そしてまたその受け皿をどのような枠組みとすべ

きかということにつきましては、国や北海道の基本的な考え方、方針が示されていない中では

ＪＲ北海道と線区ごとに沿線自治体と個別の協議をすることには相ならんということでござい

まして、また線区ごとの沿線自治体との協議の場としての受け入れざる枠組みこうしたものに

ついてはそうした基本的な方向性が示されてからということで確認がされております。③のＪ

Ｒ問題に関し今後北海道にどのように関与をしていただくかと、この件につきましては北海道

としてリーダーシップを発揮し主体的な考え方を明確に示していただくよう活性化期成会の意

向を伝えることとしたところでございます。④の今後の対応のスケジュールは、道への要請活

動につきましては今後事態の推移によっては、臨機応変に対応しなければならないことが生ず

ると、そうした認識のもとに対応については、期成会の会長に一任することとしたところでご

ざいます。以上４点について、活性化期成会として確認をされておりますのでご報告を申し上

げます。 

次に、２ページでございます。５点目の寄付金の採納についてでございます。１２月の７日、

網走地区森林組合より網走地区森林組合の合併１０周年を記念し、林業の振興のために１００

万円の御寄付をいただきましたので、ここにご報告を申し上げます。 

次に６点目のマイナンバーカードの交付状況についてでございます。マイナンバーカード制

度につきましては、昨年度よりスタートしておりまして現在まで逐次カードの交付をしてきて

いるところでございます。この１１月末現在では２５４枚が交付をされてございます。なお１

１月末現在における交付率は６．０３％となっているところであります。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。平成２８年１２月１日現在にお

ける議決工事の進捗状況でございますが、清里町清掃センター長寿命化改修工事焼却施設につ

きましては記載の工期工事内容により実施がされておりまして、既に工事が完了し進捗割合は

１００％となってございます。次の保健福祉総合センター発電機設置工事につきましても記載

の工期工事内容により実施をいたしておりまして、格納庫及び発電機の設置が完了し、各種配

管の施工中でございまして進捗割合では９５％となっております。次の二十一号橋補修工事に

つきましても記載の工期工事内容により実施されております。橋梁の伸縮継ぎ手工及び字幅補
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修工、保護柵の工事等が完了し現在は橋面防水工及びアスファルト舗装工の施工中でございま

して進捗割合では８５％となっているものでございます。次の情報セキュリティ強化対策イン

ターネット用機器購入につきましても記載の工期工事内容により事業実施をいたしておりまし

て既に納入が完了し、進捗割合は１００％となってございます。次の緑スキー場圧雪車購入に

つきましては、記載の工期工事内容により実施をいたしております。本件につきましても既に

納品が完了し、進捗割合は１００％でございます。 

次に３ページでございます。大きな３の主な会議行事等の報告についてでございます。平成

２８年度第２回総合教育会議につきましては、１２月の２日役場３階の各種委員会室で開催が

されております。清里高校の間口対策、緑町小学校及び光岳小学校の今後のあり方について意

見交換をいただいた後に、平成２８年度の全国学力学習状況調査の結果及び平成２９年度の教

育予算など当面する事項について報告、説明を行ったものでございます。 

次に、自治会長会議でございます。１２月の１２日、生涯学習総合センターで開催がされて

おります。年末年始における公共施設の利用や冬期間における除雪体制、当面する事務事業等

の周知連絡及び依頼事項などにつきまして所管課よりそれぞれ説明をさせていただいたもので

ございます。自治会長２６名が出席をいたしてございます。 

以上申し上げ、町長の一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな１、主な会議行事等の報告であります。１点目、第６０回清里町文化祭について。１

２月２日から４日までの３日間にわたり開催され、展示部門では１４団体、個人５名の出店、

舞台部門では第１部町民ダンスの集い、第２部小中高校音楽発表会、第３部舞台発表が行われ

ました。 

また自治会女性部連絡協議会などの団体のご協力をいただき、食堂やドーナッツ、クッキー

の販売、お茶会などが行われ３日間を通して延べ約１千２００名の来場のもと盛会裏に終了い

たしました。２点目、平成２８年度清里町文化賞スポーツ賞授賞式について。１２月４日文化

祭舞台発表の前段に行われ、今年度スポーツの各大会で活躍されました、個人お２方に対し教

育委員会より、スポーツ奨励賞を授与いたしました。３点目、清里中学校、地域提言発表会に

ついて。１２月８日清里中学校において総合的な学習の時間の取組みとして中学生の視点で考
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えた「清里の将来のまちづくり」についての提言発表が行われました。テーマは清里町地域活

性化プロジェクトと題して３年生３６名が６つの班に分かれ、交流のあるまちづくり、若者が

元気なまちづくり、安心・安全で健康に暮らせるまちづくりについての発表が行われ、町長よ

り、それぞれの提言に対し回答を行うとともに商工会事務局長並びに私からも全体的な講評を

行いました。中学生から提言をいただいた内容は、今後のまちづくりへの参考とさせていただ

きたいと考えております。続いて、次のページをご覧ください。 

大きな２、教育委員会の開催状況であります。第１０回教育委員会が１２月１日開催され、

記載の案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とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質疑なしと認めます。 

これで、教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６  議会報告第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 議会報告第１号 平成２８年度定例監査の結果についてを議題とします。 

 監査委員の報告を求めます。代表監査委員 篠田恵介君。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君） 

それでは平成２８年度定例監査の結果についてご報告させていただきます。 

１、監査の期間でございますが、本年１０月２６日から２８日の３日間行っております。 

２、監査の対象でございます。平成２８年９月３０日現在の、一般会計及び特別会計における

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

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

４、提出を求めた書類でございます。（１）各会計の予算執行状況に関する調書（２）町税の収

納状況に関する調書（３）地方債現在高調書（４）各会計基金残高一覧。（５）各種工事等実施

状況調書（６）燃料等購入単価契約一覧表（７）支出関係調書（８）その他必要に応じ提出を

求めた書類でございます。 

５、監査の結果でございます。 

①予算の執行状況でございますが、一般会計及び特別会計にかかる歳入歳出予算の執行状況

に関する資料の提出を求め、担当者から資料説明、内容等の聴取また関係書類の確認等により

監査を実施してございます。２ページにいきます。②監査の結果でございます。各会計におけ

る予算の執行状況については別表の３ページから４ページのとおりでございまして、計画に基

づき概ね全般的に概ね適正に処理されていることを認めるものでございます。 

（２）事業の執行状況及び契約の事務処理についてでございます。監査の方法といたしまして

事業の執行状況については各課より工事等実施状況調書の提出を求め、各種工事物品購入、委
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託事業など３５４事業のうち３１事業について監査を実施してございます。監査の実施に当た

っては事業概要契約書、完成写真等の関係書類の提出を求め、必要に応じ所管からの説明を受

けております。また清里分署内仮眠室改修工事、保健福祉総合センター冷房設備更新工事、緑

温泉施設内部改修工事については現地に赴き、実地監査を行っております。②監査の結果でご

ざいます。事業の執行状況についてはそれぞれの工事等実施計画工事工程表に基づき予定どお

りの進捗状況でございます。また契約の事務処理に当たっては財務規則等法令に基づき執行さ

れており全般的に概ね適正と認めるものでございます。 

（３）その他の監査でございます。①監査の方法公金の取り扱いについて。出納室、札弦支所、

緑支所に出向き実地監査を行っております。②の結果でございます。支所等の公金の取り扱い

は正確であり事務処理についても適正になされているものでございます。 

６、総括です。予算の執行状況及び事務処理については法令条例等に沿い、概ね適正に処理さ

れていると認めるが、下記の事項について改善検討を願いたい。公営住宅の空き家解消につい

て。平成１２年に建設された特定公共賃貸住宅について。５年間入居されていない住宅がある

ことから、空き家解消に向け努力されたい。 

以上申し上げまして、平成２８年度定例監査の結果についてのご報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、議会報告第１号 平成２８年度定例監査の結果についてを終わります。 

 

●日程第７  一般質問 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 一般質問を行います。順次発言を許します。 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 それでは、通告しておりました質問事項について、清里町における公共交通の将来について

質問させていただきます。 

わが町の公共交通については、ＪＲ路線、釧網本線とバスの路線２つが完備されております。

これは町長も時折、当町の交通機関はバスとＪＲ。わが町には２通りの交通手段があるという

ことでいろいろ紹介されていることも事実でございます。 

そのＪＲが１１月に単独では維持困難として、１０路線１３線区の区間の見直しが発表され、

その後毎日必ずＪＲ鉄路に関する記事が新聞に出ております。残念ながら２週間ほどでその話

題もほとんど目につかなくなったのが現状かなと思っております。 

この清里町におけるＪＲがどういう位置づけになっているのか。どういう活用がされている

のかということと、もう１つバスの路線がどのように運営されているのかっていうことについ

て、改めて私も調べさせていただきました。私たちは当初より鉄道の維持っていうのは非常に
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難しいというのは共通にみんな思っていることだったと思います。しかし、この発表以来もう

間近に詰まった現実の問題として皆さん捉えられたんだろうと思っております。私自身も鉄道

は大事ですよねっていう認識の中で、これはいずれ大変だろうと思いながらも、現実は近々の

問題だという認識になったと思っております。 

大切と思うこの鉄路。しかし我々はこのＪＲとバスについてどう向き合ってきたのかと改め

て思ったときに、やはり生活の便利と多様性の中で生活環境がどんどん変わっていった。車社

会の中で、我々が鉄道公共交通については利用するというよりは使ってこなかった。新しい車

社会の中で便利に使っていったんですけども、その結果として当然バスは民間ですから、今で

は朝１便まさしくスクールバスとしての活用しかなくなっていった。ＪＲについても実際はど

んどん減っていって一般の人方が使える時間帯になっているんだろうかといったときにギリギ

リ使って１カ所行くだけで、１日をかけてしまうという時間帯の路線しかありません。これが

実際のことです。 

ただし問題沙汰されたときに鉄路は絶対に守らんきゃならないんだという思いの産物である

んだと思います。これからの維持のためにどういう方法があるのかということがいろいろ検討

されてくるんだろうと思いますので、このＪＲに対してどういうスタンスでいるのか、現状を

どういうふうに捉えているのか。それとバス路線についても、どのように捉えているか。将来

についてどういう形で取り組んでいかれるかということについて、まずお聞きしたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今御質問をいただきました、清里町における公共交通の将来について、そしてその中で

のＪＲ北海道が示した赤字路線の対応について。そしてまた地域バス路線の現状と今後につい

てという御質問についてお答えを申し上げたいというふうに思います。 

御案内をいただきましたように、清里町における公共交通機関というのはＪＲと路線バス、

この２つでございます。今回ＪＲにおいては、ＪＲ北海道が１１月の１８日、ＪＲ単独では、

維持困難な線区という形の中で釧網線が発表されております。町としては、その説明に実際に

１１月の２５日に直接の説明をいただいたわけでありまして、その維持困難な部分について沿

線自治体とＪＲとの間で協議をしたいとの申し入れでやったわけでございます。協議するにあ

たっても一応４点の項目が示されております。内容的には設備の見直しスリム化を図る、そし

て駅の廃止や列車の見直しによる経費の節減、さらにはもう一つは運賃値上げによるお客さん

の応分の負担をいただくこと、そして日常的に鉄道を利用していただく利用方策について検討、

それから今話題になっている上下分離方式での検討。いわゆる運送会社と鉄道設備会社に上下

を分離するという、この４点についてそれぞれ協議をしていきたいと。その協議の結果ＪＲと

して維持すべきことなのか。代替にすべきなのかということを最終的に判断したいと。こうい

うような申し入れであったわけであります。先の私からの行政報告でも申し上げましたように

現時点においては、路線そのものが清里だけの完結路線であれば私どもと直接個別協議が相整

うということになりますが、本線については、釧路経由し、網走に抜けるという骨格的な路線
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でありますから、１自治体の１都合によって、どうこうできる話ではないというふうに私はお

答えをいたしております。そういう背景を受けた中で１２月の２日に管内の活性化期成会にお

いて、これらに対する期成会としてのスタンスを協議させていただいたということで、これに

ついても先ほど行政報告で申し上げた、そういう内容で確認がされたところでございます。 

本路線については現在釧路に向かう列車が５列車、それから網走に向かう列車が６列車、１

日に運行されているというようなことで、網走に向かう部分については午前が３本、午後から

３本。それから釧路に向かうのは午前が２本、そして午後からが３本。そういうような内容に

なっているということでございます。そんな中で利用者の通学通勤が多いというふうに伺って

おりますけれども利用されておりますし、また地域の足としてだけでなく観光的な要素も極め

てこの路線は高いということでシーズンになるとですね、観光客の方が大勢利用されていると

いうことも聞いているところでございます。列車の関係については、今申し上げたような形の

中でこの維持困難な線区についての、これからいよいよ具体的な対応が始まってくるというふ

うに考えているところであります。 

私どもとしては、まずは国が分割民営化した時のその方式が正しかったのかどうかという検

証がまだ一度も行われていないということでありますから、そこをしっかりとやっていただい

た上で、もともと維持できないところを北海道ＪＲに預けたのかどうかと。そこらへんが大事

なところになってくるというふうに思っておりますし、また北海道の発展計画上も、これはし

っかりと位置づけをしていただかなければならんというような考え方でおります。そうした基

本的な考え方をもとにしながら、具体的なものとしては地域の足をどう確保していくか。守っ

ていくか。これに尽きるのだろうというふうに思っております。 

もう１点の公共交通路線バスの関係でございます。清里町は斜里バスが路線バスの運行をさ

れております。路線バスとしては、緑・斜里間。これが清里町における路線バスの内容であり

まして、路線バスとしては１日２往復ということで処理がされております。その他に通学バス

との併用で運行していただいているということがありますので、緑線においては、２往復プラ

ス１往復。これは通学バスとしてですので、路線バスとしての扱いでありませんから町内の移

動については使えるけれども、町内から斜里まで行くというには使えない。要は清里の区域内

でどこかで降りるバスが緑線であります。それからもう１つは江南線も３便運行をいたしてご

ざいます。これについても路線バスではありませんので、江南線については通学バスとして運

行をいただいているわけでありますので、町内のどっかの場所で乗り降りをしていかなければ

ならんということで、斜里までは通じていないという形の中で運行が行われているということ

でございます。 

利用の実態をちょっと調べてみますと、このバスについては極めて利用が少ないというのが

実態でございまして、町内で乗り降りされる方は、１年のうち数名しか実際には利用されてい

ないというのが実状であります。これはバスの性格上通学バスと兼ね合いを行なっているとい

うことで、時間帯がその学校の始業時、下校時またはクラブ活動等が終わった後ということで

の時間帯の配置になっておりますから、非常に使いにくいという部分もあるのではないかとい

うふうに思っておりますけども、現状論としては利用者が極めて少ない状況であるということ

でおさえているところでございます。 

いずれにしてもこういう地帯でございますから、ＪＲ、それからバス路線、公共交通機関と

しての我々としてもどういうふうに将来的に役割を果たしていけるのかどうか十分に検討を加
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えていく必要があるだろうというふうに考えている次第でございます。 

以上申し上げ、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 それではＪＲの問題から再質問させていただきます。先ほど町長の行政報告にありました、

１２月２日オホーツク圏活性化期成会のＪＲに対する問題については、新聞紙上の中でも大き

な見出しとして出されております。私はこのＪＲとの協議に応ぜずという大きな題目の内容で

非常に愕然とした。この１市１８市町村の期成会、要するに各町のトップ、それと議長それぞ

れが集まった期成会の中の一番最後の結果は、ＪＲとの協議に応じずっていう題目が非常に残

念でした。 

ＪＲが１１月に、まずどういうことで投げかけてきたのかということの認識を持ってなきゃ

いけないだろうと思います。我々はＪＲって無理ですよねという根底の中で、ずっと維持して

きていただいているんだろうと思います。しかし生活の便利さだとか、そういうことで、なか

なか人口減とともに利用が減っていったという現実の中で、いざもう無理ですよ。しかもＪＲ

の社長が、基金が底をつく、もう３年先にはもう維持できませんと提案したときに、石北線・

釧網線を交えるこのオホーツク圏の１市１８市町村の町長・議長がＪＲとの協議は応ぜられな

いんだと。まずは見てからでないと応じられませんよっていう結論に愕然としたんです。これ

は私も１番近くの斜里駅長とも大分長くお話させてもらいました。いろんなことの現状の中で

話させていただいたんですが、ＪＲはまず廃止とは言ってないんですよと。ただ結果としては

廃止にならざるをえないという部分は出てくる。現実に留萌線の増毛、最後の末端は先日廃線

になりました。この現実を踏まえた時に、この１市１８市町村の首長・議長の中での結論が、

ＪＲとの協議に応ぜられない、しかもこれは非公開になっている。この現実は全く問題意識が

違うんだろうなと思います。ここをどうやって維持しなきゃいけないという大きな思いがあれ

ば、これはどういう形で、真っ先の当事者のＪＲと協議がなくては先に進んでいかないんです

ね。国と道がどう考えるかそれ決めてから協議しましょうじゃないですね。我々は、ここを維

持するためにはどうしたら良いのかっていう自分たちの地域が発信をして、その中で国と道が

どう関わり合っていくのかということが大事で、国と道がどうやっていくか、それから私たち

は考えましょう、では順番が違うんであると思います。 

それ以前に新聞紙上にあります高橋知事が何と言ったのかというと、財政支出については、

もう既に無理ですっていう発信をしているんですね。新聞の中でも書かれています。道はもう

無理ですよって。国の代議士も何て言っているのか。地域での活用を議論しなさいと大きな見

出しになっているんですね。道も国も地域で考えなさいって、新聞でどんと出ているんです。

その中で１市１８市町村の首長が道と国がなお結論を出さないと協議できないと、これは全く

次元が違うなと私は思っています。 

この内容については、先ほど行政報告の中で実際はここに書かれてない何があるのかを、本

当は知りたい、そして町長がこのＪＲを絶対守るのか。私はもう一つの選択肢はあるんだ、も

うＪＲに頼らなくてもいい交通手段ということも１つあるんだろうと思っています。その辺の



12 

思いをもう一度、町長の、ここの町の捉え方、将来についてこういう進み方をしたいんだとい

う思いをもう一度確認させていただきたいと思います。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ＪＲとの鉄路の関係でございますが、今もありましたように、このＪＲ北海道は分割民営で

北海道版としてスタートしたと。そのときに既にもうこの地域は鉄道業務が成り立たないとい

うことで６千８２２億円の別途基金を付けて、これは取り崩しのできない基金です、だから原

資はそのまま残っておりますということで、そのときの金利が７．３％の金利で補てんをして

何とか維持をしなさいということでスタートをしたというのが経過であるというふうに理解を

いたしております。現状問題として分割民営化したときに、北海道または、東日本、西日本と

８つの線区に分かれた会社が発生をしたわけでありますが、この中でどうしても離島関係、要

は北海道、九州、四国関係については、最初から厳しいだろうという中でスタートをしており

ます。九州があれだけの人口密度とあれだけの面積の中で黒字化をすることができて、一部上

場に入ってきたというのが現状でありまして、四国・北海道は赤字続きの路線で今でも運用を

されているところでありますが、その先ほどいった６千８００億円の７．３％の現状は、マイ

ナス金利状態であるというようなことで、そこからの収入は見込むことができなくなったとい

うのが現状、それが赤字幅にそのままつながっているというのが現状でありますから、当初か

らこの形が本当の意味で適切であったのかどうかと。もともとできないのを承知で割り振った

ところなのか、その負担を北海道民が負おうとしているのか。そこらへんもしっかり追求して

いく必要があるだろうというふうに私は思っております。 

今回の北見での活性化期成会の意見交換の中でもそうした議論があった訳でございまして、

やはりそこのところをしっかりと１回検証しないことには、今、はいはいとその場、その場の

路線ごとに、各自治体にと書いてあるわけですから、そういう結論を出して良いのかどうかと

いうことではないというふうな判断をさせていただいたわけでありまして、そういう部分での

知事は、今回の記事の中でも具体的な財政に触れるようなことは一切触れておりません。それ

から一緒に協議に入るということも余り触れていないわけでありますけども、現状としては鉄

道ネットワークのワーキングチームというのが、北海道が主催で起きております。これには関

係の１４市町村のトップの方々も入っておりますし、鉄道網に関する知識人の方々も入ってい

るということで、これは鉄道ネットワークの将来を考えていくかという会合でございまして、

来年の中旬までには、その全体枠としての結論を出すというふうにされているわけですから、

まずそこのところを先に、しっかりと検証しなければならんと、そういう中においてやはり進

めていく必要があるだろうと。それでこれはあくまでも新聞の見出しでＪＲとの協議に応じず

っていうのは、これは報道としてばんと打ち出したわけでありますけれども、応じずというの

は、今現状では応じないよ、そこらへんの方向性が出てこないことには、次のステップに進め

ませんということでありまして、そういう方向性が出てきた中で、具体的な線区ごとの協議と

いうのは、当然必要になってくるという理解でありますから、まずはそちらを先に済ませたう

ちに、こういう方針のもとに基づいて協議に入っていくんですよと、なんか応じずって言った

ら、ずっと応じないのかという判断をされる恐れがありますけども、決してそういうことでは

ない。まず先に国や北海道の方向性を確認したい。その上で地域としても、どう協議に入って

いくんだという形になっていくんだろうと思っているところであります。以上であります。 
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○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の答弁の中は、各市町村と肩を並べながら一緒に協議をしていくというスタンスで、私が

答えていただきたいのは、清里町としてのＪＲ鉄路を守るんだっていうスタンスでいるのか、

もう一つ選択肢があって良いんだろうと。もう鉄道には頼らない。交通網をうちの町は構築す

るんだという選択肢が１つあり得るんだろうと思います。札幌、旭川との首都圏との交通網以

前に周辺、ここでいうと網走までの鉄路をどうやってきちんと守っていくのかという選択肢の

中で、この町の置かれた立場は、他の市町村と違うんだっていうことをしっかりと認識してい

ただきたいと思います。 

釧網線、網走から釧路間を見たときに、網走を出ますと小清水町そして斜里町、清里町そし

て峠を越えていくわけです。この中の現状としたときに網走までの町は、小清水と斜里町であ

る、この３町の位置づけを考えたときに、うちの町の置かれている現状は全く３町とは違うん

だという問題意識を持たなきゃいけないんだろうと。当然小清水町は、もともと駅は、浜小清

水と止別です。住民の生活の足としては、従来からＪＲには何も頼ってないわけで、網走バス

の路線がしっかりと組まれて、これも減便はされていますけども、かなりの便数で網走間は走

っています。斜里町はこういう言い方すると非常に失礼ですけども、割と問題意識がまだまだ

深くないのかなと思っております。それは力になる観光っていう一つがあるから、まだまだ大

丈夫だというような大きなスタンスでいるのかなという勝手な判断をさせてもらいます。網

走・斜里間というのは、オホーツクっていう１つの観光の中で考えられている部分もあるのか

なと思っております。 

こないだの台風雨の被害の中で、網走から鱒浦間の間で、がけ崩れがあったときに、一時ス

トップしておりました。そのあと開通し、斜里・網走間は、独自で走っておりましたが、清里

は釧路との間の不通区間があったために、こちら方は来られないということでした。しかし実

際に、汽車の車両については網走・斜里間が走れたのにどうなんだろうか。それはちょうど網

走にあった列車が運行できたという回答がありました。でも実際は、この汽車の路線を見ます

と、確認してきたことですけども、北見・緑間は実際に走っている車両というのは３両なんで

すね。朝一番が北見に向かって斜里から６時４５分があります。次の便は緑からの６時５１分

は２両編成なんですね。学生がたくさん乗るから２両編成。この時に緑から発車する列車はど

こから来ているのかというと、時間表にない６時２０分ぐらいに回送で清里に着いて緑まで向

かっているんですね。空車で、緑まで向かっている列車があります。これは夜減便になった９

時の列車の車両なんだろうと思いますが、空車で緑まで走っている。そして２両編成でいく。

そして、これはほとんど空の状態で清里から学生が約平均大体３０名です。土日は部活関係で

１０名少しが乗っていますよというのがこの列車の実情で、一般の方は、１人、２人が現状で

す。そしたらこの３両で動いていた列車が網走・斜里間にあったときに、どうして清里まで来

なかったのかという認識は町長されているのかどうかっていうことと、先ほどの留萌線じゃあ

りませんけども、釧網線の乗車率が悪い、わざわざ緑から川湯越えてまでを考えたら、斜里で

止めちゃいましょうという選択肢も無きにしもあらず。そのときの置かれた町の現状は違うん



14 

だろうと思いますんで、斜里からここまで来なかった理由というのは把握されているかどうか

を確認させていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 公共交通網ＪＲの関係でありますが、全体として清里はＪＲ鉄路とバス路線ということで今

まで経過をしてきたわけでありまして、今般のＪＲのこの問題について先ほど申し上げました

ように、基本的にはＪＲの釧網線の維持をしていくということを目途に進めていくんですよと

いうことは、釧網線だけでなく管内的な石北線を含めてこれからですよということでございま

すんで、そこらへんを御理解いただきたいというふうに思いますし、またいろんな交通体系が

考えられているのも事実でありますが、基本となるのは、やはりバスであり、ＪＲであるとい

うことでありますので、我々としては、両交通体系とも維持をするというのが基本路線ではあ

りますが、具体的な展開というのは、それぞれ協議が進められている段階で、うちの町の部分

の緑線はどうだ、清里の町はどうだという表現は、まだ今の段階では差し控えていかなきゃな

らんというふうに思っております。腹の中としては維持するということを前提にすべてを考え

ていきたいなというような思いでいるところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の答弁の中でＪＲは維持していくんだというのが町長の考え方だっていうことですね。こ

れについては、ＪＲが維持困難ですと言った時点で、存続するためにはどうするのかというと、

きちっとした上下分離なり方法論は別として資金援助。ここに経営資源を投入してください。

この道しかない、何も選択肢ないんです。あくまでもどういう資金を出していただけますかと

いう選択肢が各市町村に投げられたんです。これをどれだけ出せますかという事。何も難しい

ことじゃない。金を出すから便利な運行をしてくださいという要求が出る。その中でうちの町

は存続に向けて他の市町村と肩を並べますよっていったときに鉄路から何を得られるんだろう

かということと、鉄道でなければならない付加価値とは何だろうか。しかもこの中には３年で

底をついてしまうんだよと言いながら、経営資源は新幹線にいろんな形で向けられているとい

う現実の中で、そこで生んだお金が各ローカルに向けられるんですよという将来像がきちんと

語られれば別ですけども、まず維持困難が先の話になってきます。そのときに大義名分は、今

言われた住民の足をということであればＪＲでなくてもいいんだと。僕はここの町としてＪＲ

にはもう期待できないっていう選択肢も１つあるんだろうと思います。 

次バスの話になりますけど、ＪＲにかわる考え方の中で小清水・網走間というのは便数があ

ります。網走に行く道は小清水間とのＪＲに代わるものは構築できますよということも１つあ

るんだろうと。今スクールバスとして高校のバスが走っています。小清水間走っていますが、

一般のバス路線につなぐ時間帯に走らすことも１つの選択肢になる。莫大なＪＲに投資した部
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分は、交通の便利さを生むけども何を生んでくれるのかというときに、まだまだちょっと不確

定要素がたくさんあります。鉄道でなければならない付加価値は、釧網線に何があるのかとい

うと先日私もどんな形で紹介されているのか。先日発売になったフォトグラフ釧路でやっぱり

斜里岳ですね。路線から見る斜里岳を付加価値として汽車から眺める斜里岳というところで紹

介されております。観光の入りがＪＲを通じてどのぐらいあるのかな、この辺をもう一度しっ

かり調査していただいて、ＪＲに頼らない、ＪＲに代わることもぜひ検討していただきたいと

思います。 

時間が迫りますんで、次バスの問題にいきますけども、バスについては先ほど紹介ありまし

たようにこれは民間ですから、当然維持しなきゃいけないということで現状走っているのは通

学バスとしての時間帯であります。私もバスってどのくらい利用されているかは、非常に愕然

とするぐらいの数字ですね。緑に向かう朝早いですから当然乗る方もいない。逆に戻ってくる

という方は実際何人いるのかということが出てれば良いんですが、２８年はゼロなんです。１

年間通じて誰一人乗ってない。緑から清里に来る人は誰１人乗ってないんです。２６年度４人。

２５年もゼロです。ほぼ町民は当てにしていませんっていうのがこの結果であります。反対に

このバスから斜里に向かっていくよっていう方は、これは確かにいます。でも１番多い時で１

１月だとか月別で見ますと、それでも２０名足らずです。ということは１日に１人あるかない

かこのぐらいです。これはバスの問題でも何でもない、今後これから免許返納、高齢化に向か

う我々の足となる部分がやはり大事になっていく。何が大事なのかというと、町民が自分たち

の将来の足としてしっかりとしたコミュニティ交通として構築して欲しいんだ、しかも大事な

ことは町民が皆でどういう形でつくっていただきたいっていう共創、交通というサービスにつ

いてどうやって町民が使ってどういうふうに便利に構築していくかということが非常に大事な

んだろうと思います。 

ＪＲにしてもバスにしても根源は町民が使わなかったことが一番の問題で、今後ともそれで

なくなって良いのかということを考えたときに、さらなる新しい方向が必要かなと思っており

ます。先日、私ども議員は研修で日南町のコミュニティバスが電気で走るところを見てきまし

た。４月から一周約２５分間で町内を２時まで走っているバスがありました。ここも今いろん

なことで検証中ということで、年間１番多い時で１月の２００円が２万円ぐらいですから１月

１００人ちょいというぐらいの利用率。まだまだ空で走っている部分を見受けられました。こ

れはこれからいろんな形で検証していきたいんだということになりましたけども、ＪＲの存続

って言いながら、莫大な費用をかけて存続は無理なんだろうということと、町内のバスお年寄

りの買い物だとか、こういう移動手段としてコミュニティ交通をしっかりと構築しなきゃなら

ないときにどういう形になるのか。これはもうこれから今すぐ机上にあげていっていただきた

いということになります。ぜひこの辺を踏まえて、もう一度この全体的に将来に向かってどう

いう形でいきたいかということの答弁をいただきたい。 

それと先日１３日放映のＮＨＫの鉄道地方の鉄道の変化という中で、新ひだか町、この中に

町長の話で、３億円の負担が言われている。どこから出すんだという報道でした。少なからず

ここの町も将来の釧網線を維持するためにはどういう形になるのかということも、当然その時

点で出てくるだろうと思いますけども、決して我々はＪＲでなくても良いんだ。自分たちのし

っかりしたコミュニティ交通はこう作っていくんだという一つの方法も論議していく時がきて

いるんだろうと。この１１月のＪＲの問題とともに、将来の交通網コミュニティの問題につい
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て、しっかりと新しい自分たちの交通、私たちの町はこういう交通網を構築できるということ

を住民がつくっていかないとだめなんだろうと思います。交通というサービスをどうやってつ

くっていくか、行政の宛がいぶちでは、結果は一緒になってくるんですね。この辺をもう一度、

町長のお考えをお聞きします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの関係でありますけども基本的に、今ＪＲの問題がさかんに叫ばれているわけであ

りまして、活性化期成会の中でも釧網線、石北線の維持存続を前提としながら、活性化期成会

が中心的な役割を担っていくという形で今進んでいるところでありますから、そういうような

方向性を捉えながら、我々も検討していかなければならんというふうに思っているわけであり

ます。確かに議員の言われるようにＪＲだけが公共交通網だということではありませんから、

いろんな選択肢はあるのかと思いますが、今活性化期成会の中で存続を目途に活性化期成会そ

のものが中心的役割を担いながら、この問題に取り組んでいくと言っているときに、いやいや

それはＪＲ云々と言うわけにもちょっといかないわけでありまして、それは最終結論となった

ときには、そういうこともあり得るということは十分に肝に銘じながらやらなければならん大

きな課題だというふうに思っております。 

またバスを活用したり、ＪＲを活用したりという公共交通網のあり方についての課題であり

ます。確かにどこの町もそうですが、人口が減っておりますし、移動手段が大きく変わってき

ております。やはり自家用車の利用がものすごい増えておりますから、それによって列車も余

り乗らなくなった。バスもほとんど乗っていない、だけどもそれで結構生活はされているとい

う実態もとらえていかなければならないというふうに思っております。いずれにしても将来的

な課題としてはそういう地域交通網形成をどうしていくかという大きな近々課題になってくる

だろうというふうに思っております。 

町村によってはオンデマンド方式を導入したり、コミュニテイ方式を導入したり、いろんな

体系を模索しているというのが今の現状ではないかなというふうに思います。実は地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律というのが平成１９年に制定がされて一昨年全面的な見直し

になりました。いわゆる今議員がおっしゃられた将来的な交通体系を各地域でどうそれを整理

していくかという部分での改正でございましたんで、どういうようなスタイルが清里に最も好

ましいスタイルになってくんだというような形を、１度模索してみる必要があるだろうという

ふうなとこも考えられるわけでございますんで、それは今の通学バスのあり方、また路線バス

のあり方、それからＪＲのあり方、総合的な判断の中で、そういうものの将来性を見出してい

く考え方を持っておりますので、今すぐそれにとりかかるかどうかというのはちょっとまだま

だ事実上調べてみないとわからないという部分もありますので、そこらへんの実情を十分に参

酌した上で検討を加えていきたいというふうに考えております。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 
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○３番（河口高君） 

 まさしく総合戦略、まち・しごとの中の総合戦略の中に、安定した地域生活の確保。この２

項目めに、地域交通の確保ということが書かれております。これは活字がそこにあるというこ

とじゃなくて、今高齢者の交通事故だとかある中、将来この清里町がしっかりとこの総合戦略

の中に書かれている地域交通の確保をどうやって形にしていくのか。この形にするのは行政の

方々が汗流してつくるんじゃない、これはまさしく町民にどう投げかけるか、せっかく今ＪＲ

の問題で大きなアクションが起こされた中で、今の時期が早く町民とのどういう形で、将来は

どういう交通体系をしていくのかということが僕は大事なことなんだろうと思っていますんで、

ぜひ検討、早急にということではないと言いながら、今ここに投げかけられたチャンスをいろ

んなことで思っていることをぜひ形にしていっていただきたいと思います。 

鉄道を存続するんだよと言いながら鉄道に乗ったことのない子どもっているんですね、実際

に。鉄道って乗ったこと無いですっていうのが現実にいるわけです。これではやっぱり、鉄道

を存続して良いんですかってなります。でもその辺含めまして町民がどうやって使っていくか。

鉄道をやはり残していく以上は、我々が、鉄道があるという資源として、どう活用していくの

かということをしっかりとやっぱり町民みんなで考えていく。使わなくなるんだったらいらな

いんだよということの大前提のもとに、やっぱりどういう形で使っていったら良いのかってい

うこと、決めた以上は町民が使っていかないと意味がないですね。これはうちの町のホームペ

ージ上、ＪＲがあります、これではだめなんですね。我々は自分たちの足としてしっかり将来

に存続するという町長の意思のもとで、使えるＪＲになってもらう事をしっかりと検討してい

ただきたいと思いますので、もう一度その辺のこれは存続って形で進んでいきますっていう、

将来もう一つの選択肢も検討をしていくということも踏まえて、もう一度御答弁お願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本件でありますけれども基本的には、活性化期成会の中で、その取り組みを中心的に進めて

いくということでありますから、その方針に従った中で、やはりそれぞれの沿線の自治体も進

めていかなきゃならんというふうな考え方で、これはもう一応しとかなきゃならないところで

ありますから、ただ将来的な課題として今おっしゃられましたようにいろんな交通体系という

のは考えられておりますし、いろいろありますから、そこら辺をどういうふうにミックスをし

ながら、もっとも、この地域にふさわしい体系を考えてくかと、これ大事なことだというふう

に思ってございます。そういう意味において、バス路線だとかＪＲをそこにどう組み合わせて

行きながら、ここを維持するためには、しからばどうしていくかと。すばらしい体系をつくっ

たところで誰も乗らない体系をつくったんでは、全く意味がないわけでありますんで、やはり

効率的に利用しやすい形のものを、今後の交通体系の中にそういう体系を求めていくかという

ことが大事になってくるんだろうというふうに思っているところであります。 

特にこの釧網線というのは、地域の足である一面で、また大きな大動脈みたいな路線であり

ますから、観光としても相当の利用があります。他の路線から比べても道内でも観光路線とし
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てはかなり有名な路線というふうに位置づけられているわけでありますから、そういう部分に

ついても全体での利用の引き上げにどう売り込んでいくかというのも大事なことになってくる

だろうというふうに思っているところであります。 

ここの釧網線を維持するためには単純に計算すると８町で割ると約１町村２億円単純にいく

となります、計算上は。ただしそれはその地域の住民だけが使っているのかっていったら、そ

ういうことではありません。これはやはりもともと足りないわけですが、先ほどの利息の不足

分まで住民が負担するのかと、そういうことに相成らん訳でありますんで、そこらへんもしっ

かりと検証しながら、全体像を探っていかなければいうふうに思っておりますし、また先ほど

からしつこいようでありますけども、国や道に対してもやはりそこら辺のあり方、北海道とし

てもこの北海道民の足を守るという観点からどういうふうな考え方を持っているのかというの

を、やはり整理をしていただくということもあわせて進めていかなければならないもんだとい

うふうに理解をしているところでもございます。 

いろんな課題がこれから山積してくるっていう中でありますから、財政的にもっとも効率的

な方法を考えていかなければならんということもつけ加えながらですね、答弁に代えさせてい

ただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 最後に一言、お願いをして終わらせていただきます。せっかくのこの機会なんで、将来のこ

の町のコミュニティ交通についてぜひ早い段階で町民とのいろんな対話を持てる場所を是非つ

くっていただきたいことをお願いして一般質問を終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本当に地域交通網をそれぞれの町で守って維持していくことは、大きな課題になってきてい

ることも事実であります。地域交通のあり方について、大所高所検討を加えながら、適切な時

期に地域における交通網体系、計画等の策定についても検討させていただきたいというふうに

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで河口高君の質問を終わります。ここで１１時まで休憩といたします。 

 

 

休憩  午前１０時４６分 

                             再開  午前１１時００分 
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○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 今回私は、日本で最も美しい村連合への加盟について。そして、地域おこし協力隊について

質問させていただきます。 

まず美しい村連合について。かねてから加盟を目指していた日本で最も美しい村連合に今年

１０月に加盟が承認されました。現在６４の町村地域が加盟しており、加盟町村同士の交流も

深まり、日本で最も美しい村という認知度を生かし、清里町のイメージや魅力がさらに向上し

ていくことを期待するところです。今後に向けて日本で最も美しい村というツールを生かして

清里町の町おこしをどのように進めていくのか。町長の考えをお伺いいたします。 

次に、地域おこし協力隊についてですが平成２１年に創設されたこの制度ですが、総務省の

後押しもあり、平成２７年には全国で２千６００人を超える協力隊が活躍しています。清里町

でも、昨年から２名の協力隊が観光移住定住の分野で活動しています。今後も積極的にこの制

度を利用し、幅広い分野で活動が必要と考えますが、町としての考えをお伺いいたします。以

上２点よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今御質問をいただきました日本で最も美しい村連合への加盟と、加盟によってまちづく

りをどのように進めていくのかと。そしてもう１つは地域おこし協力隊は、今後も協力隊の活

動が必要ではないかと、この２点についてお答えを申し上げたいと思います。 

まず最初に日本で最も美しい村連合についてでございます。本件については、御案内のよう

にフランスの最も美しい村運動をモデルにしながら２００５年に北海道の美瑛町が中心となっ

て全国７町村でスタートを切ったと、これが今の状況でございます。現在では加盟自治体が６

４地域、それからサポーター企業が８８、準会員、これは個人だとか企業だとかでまた各種の

団体も加入されておりますんで、それらを含めると５６１と、そういう広がりを持った団体と

いうふうになってきております。 

内容的には連合の目的、趣旨がございます。これの３つの目的趣旨がありまして、自らの地

域に誇りを持って将来にわたって美しい地域づくりを行う町でなければなりません。それから

住民によるまちづくり活動を展開することで、地域の活性化を図り、地域の自立を推進しなけ

ればなりません。そういう町づくりをしてくださいということであります。それから３つ目は、

生活の営みによってつくられてきた景観や環境を守って、これらを活用することで観光的付加

価値を高め、地域の資源の保護と地域の経済の発展に期すること。これを目的にこの連合の活

動を展開していきます。これが連合の趣旨でございます。 

しからばこの美しい村の申し上げた趣旨をどう活用して清里町のまちづくりに生かしていく

のかということでございます。この日本で最も美しい村連合は、かなりの参加が出てきており
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ますし、認知度も急激に高まってきております。こうしたところのそれぞれの６４それから企

業でいえば８８の共通した課題を持っている市町村がその中に入っているわけでありますから、

お互いに学び合い、そしてまた高め合って清里町の価値観を住民とそして、地域ともあわせて

共有しながら、美しい町づくりを次の世代に町づくり運動としてどのように進めていくかとい

うことが、大きなこれからの要素になってくるだろうというふうに考えております。今後の清

里町における地域づくりやまちづくりの基本的なスタンスの１つになっていくと思っていると

ころでございます。 

昨年策定をいたしましたまち・ひと・しごと地方創生の中にも新しい人の流れをつくるとい

うのがございます。そういう意味においてもせっかくのこの美しい村連合への加入で町自体の

ブランド化を目指した方向性を確認しながら、地域づくりまちづくりを進めていきたいという

ふうに思っているところでございます。 

次に２点目の地域おこし協力隊の関係でございます。現在において地域おこし協力隊、総務

省が最初に提唱した事業でございまして、都市の地域から一定の期間過疎地域等に移住をして

もらって地域の方々とともにブランド化だとか地域の特産品の開発だとかさまざまな地域の活

性化活動を行っていただく、そういう趣旨のもとに、この制度が起きました。基本的にはその

制度に基づいて一時移住していただく協力隊の皆さんは、その研修期間と言いますか、基本的

に３年でありますから、その３年間を終了した時点ではできる限り地域に移住なり定住をして

いただきたい。これが我々としての本音でもございます。そういう中でそれぞれの活動が協力

隊として行われているということでございます。御案内のように清里町には２名の協力隊の方

がおられまして、現在は清里の情報交流施設きよ～るの方で観光を中心としながら、そしてま

た移住定住の活動を中心としながら、取り組みをいただいているところでございます。一生懸

命頑張って活動をいただいているところでございます。専門的な知識も持たれている方もおり

ますし、またいろんな面において地域にも参画をしながら、協力隊としての特産品の開発だと

か観光資源の開発だとか、それ以外にも地域の自治会だとか、地域づくり活動にも参画をしな

がら、今それぞれ展開をいただいているということでもございます。 

町といたしましては本人の希望もあるかと思いますけれども基本的には、先ほど申し上げま

したように３年間の期間が終わった段階では、何か起業化をして地域に残っていただければと

いう思いをいたしているところでございます。また今後の対応といたしましても、現在は観光

を中心としたさまざまなそういう事業を行っていただいておりますけれども、それに限らず広

範な角度の中から専門的知識が必要だという部分においては、こういう制度を積極的な利用を

展開していきたいというふうな考え方でいるところでもございますのでご理解をいただきたい

というふうに思います。 

以上申し上げ、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 前向きな回答をいただいたと理解します。まず日本で最も美しい村連合についての再質問を

させていただきますが、この日本で最も美しい村連合への加盟で一番大切なことは町民の理解
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のもと、町民一人ひとりが誇りを持って町民が一体となって取り組んでいくことだと思います。

しかし現時点ではまだまだ周知が足りず、今回の加盟も唐突と感じた町民も多かったと思いま

す。美しい村連合の名前とイメージが先走りしてしまい、どのような連合で加盟するとどんな

ことが始まるのかよく解らず、花壇の世話がもっと大変になったりですとか、町並みの美しさ

を求められて生活が窮屈になるんじゃないかと心配する声もあると聞いています。来年以降看

板の設置ですとかポスターなどで町内外にＰＲしていくことになりますが、町民に向けてもし

っかりとした周知と町全体で応援していけるような取り組みが必要だと思いますがその点いか

がでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問の加入について、町民の方々への周知が不足しているのではないだろうかと、

そういうようなご質問でありますが、基本的には今までも広報活動等を通じながら、またはい

ろんな会話を通じながら、私からも直接的に加入に当たっての説明をさせていただいたり、い

ろんな活動をやってきたところでありますけれども、実態問題として余りよく知られていない

という御質問でありますから、今後においても引き続き広報活動またホームページ等を通じな

がらＰＲ活動に努めていきたいというふうに思っております。 

今までの活動の清里のありのままが評価をされたというふうに私は理解をしているところで

ありますので、決してこれが入ったから特別にこれをしなければならん、あれをしなければな

らんという考え方ではないというふうに思っております。先ほどの組織の目的がありますから、

そういう中で地域の自立促進をするだとかまた地域に誇りを持って次の世代に、こうした環境

をつないでいくんだとか、そういうことでありまして、特に云々というようなことではないだ

ろうというふうに思っております。 

また今計画しているのは、まちづくり住民活性化の住民推進協議会がありますんで、来年住

民大会の中で、今後のまちづくりということで、それをテーマにやっていきたいというような

ことも計画をしているところでございます。 

そんな意味において、これからより一層の周知活動努めてまいりますので、よろしくお願い

を申し上げたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ぜひ町全体で応援していけるような町民理解のもとの取り組みをしっかり行っていっていた

だきたいと思います。このような立派なガイドブックも出ておりますし、このようなパンフレ

ットもあります。町長さんがつけておられるようなピンバッチもありますし、美しい村連合の

カレンダーも発売されていますので、そんなものも有効に使いながら、町民への理解周知を進

めていっていただきたいなとそのように思います。 
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今回の加盟におきまして、清里町の地域資源として斜里岳のすそ野に広がる防風林の農村風

景が高く評価されました。と同時に、今後の課題として防風林の保護と緑の回廊づくりに向け

た対応が必要である。このような指摘も受けております。しかし、近年防風林の伐採が進み、

農村景観百選に選ばれた頃とは随分と景色も変わってしまいました。もともと風害対策として

植えられた防風林ですが、年々大きくなり過ぎて日陰になって作物に影響が出る、木が古くな

って太い枝までが風で折れて畑に散らばる、枝はらいをしたくても燃やすこともできず処理に

困るなどなど、農家にとって大きくなった防風林はお荷物となっています。このような中で防

風林を保護していくこと、さらには古くなった木を切った後に新しい木を植えていく。つまり

防風林の更新は農家の強い理解と行政側の後押し、後ろ支えがないとなかなか進んではいかな

いことではないかと思います。このことについて町としてのお考えをお聞きいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま清里町の今回の加盟にあたっての審査をいただいた項目の中に、清里町農村景観百

選の指定を受けたときに斜里岳のすそ野に広大に広がる田園景観とそれを織りなす耕地防風林

という表現があった訳であります。基本的にそこの部分が高く評価されたということも事実で

ございます。この清里特有の地域資源と言っても良いぐらいの耕地防風林については御案内の

ように明治の植民区画の時に号線が設置をされて、その時に国有の暴風保安林が大きく縦横東

西南北に設置がされております。これは道東地区に限られた施策であったわけでありまして、

中標津の方はこれをもって北海道遺産にしているような状況まで生じている。それと清里の場

合は春先の風害対策というようなことで、国の暴風保安林の他に耕地防風林が植えられてきた

わけでございます。御案内のように、近年はその風害と言うか春先の強風が極めて少なくなっ

てきているということと、農地自体も大型化し、農作業も機械も大型化していることで、どう

も作業には邪魔になるし、作物の生育上もマイナスだというようなことで、どんどん切られて

いっているというのが実状かなというふうに思っております。 

耕地防風林が将来的に本当にいらないのかどうかと、これはかなり将来に向かったいろんな

議論が必要なところかなと思っておりますけども、最低でも春先の強風を何とか防止していく、

被害を防ぐための１つの手法であるということも明らかでありますので、これらについては、

現在においては余りにも大きくなり過ぎて強風から作物を守る以上に、作物が日陰になってだ

めになってしまう方が多いというようなことでの更新等が必要になってきているというのも考

えられますので、これらについて、多面的機能の支払交付金制度というのがあります。これは

地域を皆でどう守っていくかという部分の補助金なわけでありますから、こういうやつを活用

しながら対策に充てていけるような手法についても、今後検討していきたいというふうに考え

ております。今は制度がなくなりましたが、昭和５０年代の最後の風害があった時点では防風

林を増設しましょうということで、苗木の無償配布とかいろんなことをさせていただいた経過

もあります。今それもかなり大きくなって更新の時期を迎えているというふうにも伺っており

ますので、それらについての対応と合わせた中で先程申し上げた交付金制度などの有効活用を

図りながら、地域の資源を守っていければというふうに思っているところでもございます。 
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その他いろんな面での課題があるんだろうと。例えばお話がありました枝払って、それを処

理するのに処理費がかかることになります。昔であれば穴掘って埋めれば済んだ話ですし、ま

た火つけて燃やしてしまえば済んだ話ですが、今それは一切できないことになっていますから、

そういう意味においても管理費がかかるというようなこともありますので、どういう対応をし

ていけるか、今後十分に検討を加えていくつもりでおりますので、よろしくお願いを申し上げ

たいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 防風林ができ上がった背景には先人たちの知恵ですとかそういうものがあったと思いますが、

その先人たちから受け継いだ防風林を良い状態で維持していくためには枝払いや枝の片付け等

の管理に加えて、切り倒した木をどう再利用していくか、このようなことも考えに入れていか

なければならないかと、そんなふうに思います。 

なかなかハードルが高い問題になりますけども、例えばその木から木のおもちゃや家具や椅

子ができ上がるですとか、切り倒した木から木質バイオマスなどのエネルギーに再利用される

ですとか、そのような新しい木が植えられていくといった循環がうまくいけば美しい村に恥じ

ない美しい循環ができ上がると思いますので、なかなか難しい問題ではありますが、そのよう

な可能性も含めて検討していただきたいなとこのように思います。 

もう一つ課題として指摘されたことに、清里町で育てられたすばらしい素材を活かした多様

性のある食の追求が必要である。このような指摘もされているところでありますが、この素材

を活かした食についての町の考え方をお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 耕地防風林の関係でありますけれども、今いろんな活用の仕方があった訳でありますけれど

も、基本的に処理をしなければならんということで、ただ単にごみとして処理するのか、活用

する資源として処理するのかと、ここら辺の課題があるのかなと。ただそうしたときに、果た

してバイオマスとかそういう利用は回収をしてくる作業が伴うものですから、そこら辺で経済

的に合っていくのかどうかという部分、そういうものも十分に検証しながら進めていく課題で

あるというふうに思っております。また一面、今はもうやられてないのかと思いますが、小さ

くチップ状に切って堆肥化をするというようなことも一時やられていたというふうにお聞きを

しておりますので、そういう部分を導入ができれば、また堆肥化で再利用ということも可能な

のかなということもありますんで、いずれにしろ今のせっかく育った木を単純に切り倒して、

それで終わりですということでなくて、やはり更新をしながら、循環をさせていくということ

が極めて大事な要素になってくるだろうと思っておりますので、いろんな面においてこれから

検討させていただきたいというふうに思う次第であります。 
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それから今回の部分でいけば食の部分であります。基本的に、これらの清里を美しい村連合

の中に入ってブランド化をしていくという段階で多くの人方に来てもらうというのが１つの目

的でもありますから、来てもらうための条件を整備しなければなというふうにも考えておりま

す。おかげさんで清里町でも一定の観光資源ができ上がってきております。単純に言えば観光

資源としては、摩周湖だとか、神の子池だとか、さくらの滝だとか斜里岳は当然のことであり

ますけども、そういうものがありますし、また休憩という形の中では、パパスだとか、今回新

しく出来たきよ～るだとかあります。また民間を含めて、宿泊施設も徐々にではありますけれ

ども、でき上がってきているというような中で、さらにおもてなしをどうしていくかという部

分になってくるんだろうというふうに思っておりまして、その１つはやはり食というのが切っ

ても切り離せない課題ではないかというふうに思っております。 

清里町の中でも虹色うどんをつくって地域の特産品にしようだとか、また農協さんが地元の

きたほなみの麦粉を使ってうどんを作ったり、ひやむぎを作ったり、また、この１７日からつ

けラーメンを発売するというようなことで、徐々にその動きが出てきておりますし、またスイ

ーツ関係も清里地元のお菓子屋さんが振興局との連携のもとに新しいスイーツの開発だとか、

徐々に始めてきているというふうにお聞きをいたしておりますので、そういう既存のお店屋さ

んを通じながら、新しい地元の食材を使ったスイーツなり、特産品の開発をより積極的に進め

ていける環境づくりについても我々も考えていきたいというふうに思っている次第でもござい

ます。 

その他、従前からもその六次化という形の中で、多くの方々が取り組んでいただいておりま

す。これらを先ほど申し上げましたきよ～るだとか、またパパスだとか、そういうところで、

大いに宣伝をし、販売をしていきたいというふうに思っております。多くの方々が清里に来た

ときに、こんな良いものがあったぞというようなことで、口コミで広がっていき、またそれが

お客さんを呼ぶというような形になっていければというふうに考えているところでもございま

す。 

今後の食への取り組みについてはいろんなこれからの課題があるかと思いますが、まずは環

境づくりを進めていきたいと考えております。御理解を願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 食への取り組みも徐々に進みつつあるということで期待するところでありますが、虹色うど

んも先月１万食を突破したということで報道もされていますし、スイーツもこれから開発が進

んでいくだろうということで期待するところであります。清里には一流の素材がたくさんあり

ます。その一流の素材を活かした食の追求というのがどんどん進んでいけるような町の後押し

を期待するところであります。 

日本で最も美しい村連合の加盟は、全国でも６４しかない勲章でありまして、町民みんなが

誇りを持ちながら、まちづくりに取り組んでいかなければと思います。町の自慢はと聞かれた

時にじゃがいも焼酎と並んで自信を持って日本で最も美しい村です。と答えられるように、町

全体での取り組みが大切だと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 
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次の質問に移させていただきます。地域おこし協力隊について。清里町で昨年から活動して

いる２名の協力隊は、観光と移住定住の仕事を中心に活躍しています。広報きよさとの毎月の

記事でもおなじみのとおり、町の行事やイベントにも積極的に参加し、盛り上げてくれていま

す。協力隊の任期は３年で任期終了まであと１年少々となりました。協力隊にとって最後の１

年は定住、そして起業に向けての準備への１年ということで位置づけられています。町が協力

隊を採用するにあたって任期終了後の定住、そして起業への応援、後押しをすることは町にと

っても協力隊にとっても非常に大切なことだと思います。全国的に見ても３年の任期を終えた

後、６割の人たちが同じ地域に定住を果たしています。協力隊の定住に向けた清里町の考え方

を再度お伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町における地域おこし協力隊２名の方でございますが、いよいよ来年最後の１年という

ことであります。今ありましたように、最後の１年は移住定住に向けた準備の段階ということ

での１年になろうかというふうに思っております。先ほど申し上げましたように、基本的には

協力隊の皆さんがいろんな何らかの手法の中で、清里町に移住なり定住をしていただければと

いうふうに思っているところでございます。国のいろんな支援策もございますし、また町自体

も新しいお店を開くだとか経営をしていく場合に資金的な支援の方法だとかもっておりますの

で、そういうのもフル活用しながら環境づくりに努めていきたいというふうに思っているとこ

ろであります。できるだけ早い時期にお２人としっかりとしたそこらへんの方向性を確認しな

がら、そういう気持ちがあるんであれば、サポート体制をより強化をしながら、なんとか移住

定住につなげていければという思いであります。本人の意志が一番大事なことになるのかなと

いうふうに思っておりますんで、早い段階今申し上げたような形で両者と懇談面談をして確認

をしてみたいなというふうに思っております。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 個人の意思、意向が一番大事だということですが、それも大事ですが、これから募集するに

あたっても、そういう町のアフターケアがしっかりしている町ということであれば、協力隊に

とっても、活躍しやすい町ということになっていくと思いますので、そのへんもよろしくお願

いしたいと思いますし、平成２６年から協力隊の起業に要する経費として一人当たり１００万

円を上限に、国からの特別交付税措置が適用ということもありますので、そういう制度の利用

なども含めながら町としての支援体制をしっかりしていただきたいなとそのように思います。 

先月ですが、議会の視察で島根県の邑南町に行かせていただきました。人口１万１千人の町

ですが、３０人の地域おこし協力隊が活躍しています。耕すシェフ。このようなユニークな名

前で募集された協力隊は、耕作放棄地でつくった野菜を観光協会直営のイタリアンレストラン
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で調理して、高級イタリアン料理として提供しています。Ａ級グルメで町おこしという取り組

みに、地域おこし協力隊がうまく活躍している成功例です。道内でも上士幌町では、平成２２

年以降１６名が活動していますし、栗山町でも１３名がふるさと納税特産品ＰＲ自然教育支援

員といった幅広い活動をしています。協力隊の人数が多ければ良いというわけではありません

が、元気のある町ではたくさんの協力隊が活躍しています。というよりは協力隊の活躍が町お

こしの起爆剤になっている。そのような感じがします。清里町でもまだまだ多くの地域おこし

協力隊が幅広く活躍できる場所があると思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 地域おこし協力隊に対する財政的な支援の関係、御指摘をいただいたとおりでございまして、

起業化して１年目に限っては特別交付税の措置があるということですから、その財源をもとに、

そこまでの支援については、国が全面的に支援する。それが上限というわけでありませんので、

交付税の上限はそういうことですが、町としての考え方はそれにプラスすることは十分に可能

性があるだろうというふうに思っております。いずれにしろ財源的にも、そういう措置が総務

省の中でされているということでありますので、十分にそうした状況の中では活用をしていき

たいところでございます。 

基本的に清里において一つ地域のために頑張ってみたいという若い方々がいれば、何も観光

に捕らわれることなく、いろんな分野にそういう専門的な方々がいれば、また新しい人の流れ

という部分で、十分に活躍する場を得ていくことができるではないかというふうに思っており

ますので、そこらへん内部的にもどこにどういう方がいると、より地域がよみがえる、また活

動が盛んになるというようなものを検証しながら、必要な部分については導入を図っていけれ

ばなというふうに思っているところでもございます。 

いずれにしてもまずは今のお二人がどういうような形で３年目を迎えていくのかということ

もありますんで、そのあと並行的に今の課題については考えていきたいというふうに思ってい

るところであります。そしてこれは協力隊の関係は年度当初でなければならんとかそういうこ

とがありませんので、いつでもそういう状況が出た段階で募集をして採用することができると

いう制度でありますんで、そういう部分も活かしながら必要な状況が生じた段階では十分に検

討させていただければと考えております。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 先ほど成功例を何点かお話しさせていただきましたが、失敗例もたくさんありまして、受け

入れる町側の準備や展望がしっかりしていないために起こるトラブル、これは非常に多いよう

に聞いています。例えば最初の話とは違う仕事で単純作業ばかりさせられたですとか、地域お

こしとは名ばかりで新たな提案をしても聞いてくれないですとか、３年間都合良く使われて、
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その後の定住に結びつかなかったですとか、主にこの町側の受け入れの準備とか計画性の無さ

に原因するトラブルが多いように聞いていますので、このようなことが起こらないように、清

里町でも今後の募集については３年間の仕事内容を具体的に示してあげる、任期終了後の定住

や起業の青写真が描けるような町の計画性が大切だと思いますので、その点も踏まえて今後の

募集にあたっていただきたいと思います。 

清里町で協力隊に活躍してもらえる場所はまだまだあるんだと思います。焼酎などの特産品

の販売とＰＲ、ふるさと納税から広がる町のＰＲ、町のスポーツ施設を有効に使うためのスポ

ーツインストラクター、英語教育やＩＣＴ教育の分野など、まだまだ探ればあるはずです。役

場の各課からそれぞれ協力隊の活躍の場の可能性をぜひ吸い上げていただいて、さらには役場

の外、例えば商工会と連携して将来的な空き家対策に結びつけていくですとか、農協と連携し

て新規就農を支援していくですとか、まずは活動分野の掘り起こしから手をつけていただいて、

そしてそれをどうやって移住定住に結びつけていくかの検討が必要ではないかと思います。そ

の辺についていかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 この地域おこし協力隊、今失敗例のお話もいただいたところでありますが、まさにそのとお

りだというふうに思っております。町としても単純にその協力隊を正職員の梃子として使うん

だとか、人手不足の部分で使うだとか、そういうことでは全く趣旨が変わってくるわけであり

まして、あくまでも協力隊の皆さんはこの地域に来て、ここで起業化をし、まちづくりや活性

化のためにいかに動いて活動していただけるかと。これが目的でありますから、既往の仕事の

中の人手不足部分をこの方々で賄うということであれば、それはもう臨時職員扱いであります

んで、そういうことではまちづくりはならない、私は思っております。それなら臨時職員とし

て違う形で採用する手法になるだろうというふうに思います。そんなことで来られた方が移住

定住次世代を継続的にまちづくりに関わっていただける環境づくりをしながら、また、そうい

うために来てもらって初めて彼らの使命が活かされていくというふうに思っておりますので、

各課とも相談をしながら、今ある仕事の中の、新たな分野の掘り起こしをどうやってくかとい

う部分を含めて十分に検討させていただければというふうに考えている次第でございます。以

上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 これから移住と定住を推進していこうとする清里町にとって地域おこし協力隊という制度は

一番有効な方法であるんではないかと思いますし、これからも積極的に活用していくべきだと

考えます。ぜひ、協力隊が活躍しやすい環境づくりと定住に向けての町の応援体制を重ねてお

願いしたいと思います。 
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今回質問させていただきました日本で最も美しい村連合への加盟と地域おこし協力隊は、今

後の町おこしにために非常に重要な取り組みだと思います。美しい村連合が町民皆さんの理解

と応援によって戦略的に町おこしに繋がっていくことと、たくさんの地域おこし協力隊が清里

町でのびのびと活躍し、新しい風を吹き込んでくれることを期待して私の質問を終らさせてい

ただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今回御質問をいただきました、日本で最も美しい村連合への加盟、そしてそれをまちづくり

にいかに活かしていくかいうことと協力隊の関係でありますが、両方とも密接に関わりのある

ことだと私も認識をいたしております。いずれにしてもこの清里町の今まで先人の皆さんが育

ててくれた町の地域資源を存分に活かしながら、そしてこれらの資源を次の世代へと引き継い

でいく役割の中で、まちづくり連合への加盟が大いに活かされるものというふうに思っており

ますし、活かす努力を合わせてしていただければならんというふうに考えているところでもご

ざいます。 

また地域おこし協力隊の皆さんにおいてもそういうような感覚の方が清里に多く移住定住し

てもらえるように、１つの一助となることを期待しながら積極的な活用について検討させてい

ただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、堀川哲男君の質問を終わります。ここで昼食のため１時００分まで休憩といたしま

す。 

休憩  午前１１時４２分 

                             再開  午後 １時００分 

 

○議長（田中誠君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 改めまして伊藤忠之でございます。お昼明け１番と、皆さん少々お疲れだと思いますが一般

質問通告書に従い、質問事項２項目について町長に御質問いたします。 

まず１項目目でございますが、地域経済の及ぼす影響ということでＴＰＰ協定に関してでご

ざいます。この問題に関しましては、昨年１２月の定例議会においてＴＰＰ協定大筋合意に関

してという形で町の考え方を町長に御質問させていただきましたが、その後いろいろと動きが

ありましたので改めて御質問いたします。 

政府は、平成２５年３月１５日にＴＰＰ協定交渉への参加を表明して以降、交渉過程の守秘

義務を盾に情報開示を行わないなど国内外さまざまな諸問題があるにもかかわらず、平成２７
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年１０月５日にＴＰＰ協定大筋合意を発表いたしました。その後十分な審議を行ったとは到底

思えない状況の中で、先月１１月４日に衆議院ＴＰＰ特別委員会での強行採決を経て、１１月

１０日衆議院本会議においてＴＰＰ協定承認案及び関連法案が可決されました。また先週１２

月９日、参議院ＴＰＰ特別委員会、同日参議院本会議において、ＴＰＰ協定承認案及び関連法

案が可決されたことにより国会批准が成立してしまいました。 

ＴＰＰ協定は、農産物を含めたさまざまな物品に対する関税の撤廃、食の安全基準、医療制

度、金融サービス、投資、知的財産などありとあらゆる分野にかかわる広範な経済連携協定で

あり、その国や地域のあり方を大きく変えてしまう可能性があると各方面から指摘されている

状況でございます。 

そのような中、この清里町は農林業など第一次産業を基幹産業としており、かつその第１次

産業に関連する企業まで考えますと地域経済に及ぼす影響は大きく、地域崩壊につながりかね

ないと危惧する声も聞こえてくるところでございます。町長は、このＴＰＰ協定承認案及び関

連法案可決という状況をどのように捉えているのか。またこのＴＰＰ協定が発効された場合、

この清里町の地域経済に及ぼす影響をどのように考えておられるのかを改めてお伺いいたしま

す。 

次に、２項目目でございますが、災害対策ということで水害時における対応と今後の対策に

ついてでございます。ここ近年台風の直撃や集中豪雨などさまざまな気象災害に見舞われるこ

とが多く、本年度におきましても約１週間の間に３回の台風の直撃を受け４千万を超える災害

復旧費を補正計上しなければならないほどの被害が出ている現状でございます。そのような中、

先の９月定例議会におきまして池下委員からも御質問が出されましたが、ここ近年集中豪雨が

発生するたびに毎回冠水被害が起きる場所が町内２カ所ございます。その場所については、町

としても把握しているとは思いますけれども、今のところ道路冠水被害ということで人的被害

は出ていません。ただ車両等の物品被害は少なからず出ている状況です。町として町民の生命

財産を守るという観点からも毎回決まって起きるこの２カ所においてどのように対応し、今後

どのような対策を考えておられるのか町長のお考えを改めてお伺いいたします。以上２項目で

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問をいただきました地域経済について、ＴＰＰに対する町の基本的な考え方、

そして災害対策について水害時における対応と今後の対策についてと、この２点についてお答

えを申し上げたいというふうに思います。 

まず１点目の地域経済についてのＴＰＰに対する町の考え方についてでございます。御案内

のように、このＴＰＰにつきましては、環太平洋加盟１２カ国が協同してこの自由貿易圏をつ

くっていくというために協定が結ばれたものでございます。日本は一番最後に加盟をしたとい

うことでありまして、全体の交渉というのは５年も前から実は続いておりましたが、日本が加

入したのはこの締結前２年という短い間での交渉ということに相成ったわけでございますが、

結果としてはこの交渉においては、農林水産物というそういう自由貿易だけではなくて、サー
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ビスだとか知的財産だとか国営企業の活動に関する幅広い包括協定ということでございまして

実質的にこの協定が締結をされ発効するということになれば、この環太平洋の人口１２カ国で

８億と言われておりますし、また国内総生産トータルをいたしますと全世界の４割を占めると。

そういう巨大な経済圏が誕生するというものでございます。一面企業については、ビジネスチ

ャンスが広がるというようなことが言われておりますが、ただとりわけ日本のような農林水産

部分の多いところは、極めて内容が難しくなってくるということでありまして、安い輸入品が

入ってくる、また関税が引き下げになるということで、それぞれの国において国内対策と並行

した対応が必要になってくるものというふうに思っている次第でもございます。 

清里町もそれの例外ではありません。特に清里町はこの主要としている３作とともにまた、

乳製品においてもすべてがこの関税と自由貿易の品目に影響するということでございまして、

強くこれらに対する影響を排除ということで、今も要請をしてきたところでございます。その

結果で重要５品目については聖域として必ず守るんだということの中でスタートしたはずです

が、いつの間にかそこら辺はぼけてしまったかなという感じをいたしておりまして、それに見

合う国内対策というような中で今は関連法案とともに進んでいるというのが実状かなというふ

うに思っております。一面そうした交渉が今続けられておりまして、日本においては、今回の

国会での批准といいますか可決がされましたので、これに関する協定は日本国内での国会手続

が終了いたしました。既に終了が終わっているのがニュージーランドだけでありまして後の１

０カ国がまだこれからという段階ですし、特にその中でも最大の経済規模を持っておりますア

メリカそのものが、次期政権に移行期間中だということもありまして、次期大統領は大統領就

任の当日にＴＰＰからの加盟脱退を通告するというふうに発表をしておりますので、こうした

状況からいくと果たしてこのＴＰＰが成立するのかどうかと極めて不透明な状況でありますし、

またこのＴＰＰがアメリカ抜きの１１カ国で再協定が結べるのかどうか、そのままにして漂流

をさせてしまうのか、またはこれを完全に破綻させてしまうのか。仮に破綻したとなれば、次

の自由貿易の手だてはどういうふうに構築してくのかと大きな課題がたくさんあるんだろうと

いうふうに思っております。 

町としては基幹産業の農業をしっかりと持続的に発展をさせるという信念、考え方について

は今まで同様であります。一切このことによって変わるものではないというふうに思っており

ますし、またこれから、どういうスタイルになっていくか解りませんけど、どのような形にな

っても国内対策というのはその貿易に関係なく、必要なものは必要なものとしてしっかりと対

応していただかないとならん。そういう考え方のもとに、北海道や国の動向を十分に注視しな

がら、また町内的な農協さんを中心とする関係機関とも連携をとって清里町の農業振興計画ま

たは農協が策定をいたしました第９期のＪＡの総合５ヵ年計画を基本としながら発展可能な清

里町農業の確立のために引き続き努力をしてまいりたいという考え方でいるところでございま

す。 

次に災害の関係でございます。災害時における対応と今後の対策の関係でございます。災害

につきましては、町の条例、規則に基づいて、それぞれの対応をさせていただいております。

清里町には防災計画という計画そのものがございますから、その規定に基づくそれぞれの対応

を今までも続けてきたところでございます。ただ最近は、気象庁そのものが急に警報、注意報

を発令するということよりも、その事前に、数日前に気象情報、いわゆる防災シナリオという

のを最近発行するようになりました。２、３日前にこういう災害が起きそうだということの推
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計でありますけども、そういうものが事前に出されるようになりましたので現時点においては、

その防災シナリオとあわせて、または気象の警報注意報を捉えながら対応してきているという

のが実情でございます。 

その中でご質問をいただきました市街地における道路の排水対策の関係でございます。本件

については御案内のように羽衣南麻園１丁目通りとこの役場の裏側になります羽衣３丁目通り

が、集中豪雨が来た段階でどうしても冠水をしてしまうというようなことでありまして、今ま

でも路線に流れ込む汚水排水を分散させると、そんなような工事または排水の系統を変えると

した工事も行ってきたわけでありまして、従前よりはそういう面ではかなり緩和されたかなと

は思っておりますが、今年のような連続した豪雨だとかまたは、爆弾低気圧みたいな集中的局

所的に突発的に降るようなそういうものについては、完全に対処できるということには相成っ

ていないというのも事実でございます。 

こうした部分の恒久対策をということで、一番確実だというのは、排水系統を変えて斜里川

などに河川に流末を持っていくというのが確実な方法でありますが、たまたま斜里川までが地

帯的に逆勾配になっている、道道を横断していくだとかいろんな方法はあります。 

それとやはり排水溝の落差自体に今無理があるという部分がございますんで、そこら辺につ

いて何とか改良できないかということで各方面に相談をしていると。市街地の防災対策という

中での対応を各方面に対してもいろいろ検討をしていただいているというのが実状でございま

す。ただ、現状の中ではなかなかそれに適する事業が見当たらない、見つからないというのが

実態ということになってございますが、粘り強くこういう状況の中でありますから、防災対策

としての対応、国やまた振興局にも実情をきっちりと伝えながら、今後の対応を図っていきた

いというふうに考えております。 

ただこれらの恒久対策まだまだ今の形でいけば時間がかかるというふうに思っておりますの

で当面の対策についても、併せてやっていかなきゃならんだろうと。従前も当面対策として指

定管理者にお願いしながら災害のおそれが出たときには排水ポンプを設置しながら違う系統へ

の配水を行っているというような状況にもありますけれども、それ以外にあそこらへんの地帯

的な部分を踏まえて、さらに可能な対応策があるのかどうかという部分も含めて十分に検討し

ていきたい。例えば羽衣南地区であれば、南地区にある緑地広場に一時的に流し込められるだ

とか、そういうような方法も含めて考えていければ、またもうひとつの方法としては、升をつ

くってフロートみたいなもので、ある一定の量が溜まってくるとポンプが動くだとか、いろん

な方法をとることができるのかなと。ただしこれも恒久的対策としては極めて脆弱なものであ

りますので、やはり恒久対策を確立するという方向に向けて、今後とも続けていきたいという

ふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。以上申し上げまして、

１回目の答弁にかえさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 大変丁寧なご答弁ありがとうございます。 

まずはＴＰＰ協定について再質問をさせていただきます。今町長からもご答弁いただきまし
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たが、もし、このＴＰＰ協定がこのまま発効されますと、清里町の地域社会にまた、地域経済

において相当な打撃を受けることになると予測されております。 

そのような中、平成２５年４月１８、１９日の第１８３回衆院両院での国会決議で前回もち

ょっと提示させていただきましたけども、ここに衆議院会議録に資料ございますけども、この

中でまた同じようなことを申し上げますが、米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源作物など

の農林水産物の重要品目について引き続き再生産可能となるよう除外、または再協議の対象と

すること、１０年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないこと、食の安全安心

及び食料の安定生産を損なわないこと、自然的、地理的条件に制約される農林水産分野も重要

５品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は脱退も辞さないも

のとすること、交渉により収集した情報については国会に速やかに報告するとともに国民への

十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること。ということが国会決議さ

れているわけでございます。ＴＰＰ協定合意内容のうち現段階において情報開示されている内

容の中でもすべての農林水産物のタリフライン２千３２８品目のうち８割に当たる１千８８５

品目で最終的に関税の撤廃、さらには国会決議で聖域確保を求めた清里町の基幹作物にも該当

します重要５品目のタリフライン５８６品目のうち３割にあたる１７４品目で関税の撤廃とな

っております。先ほど町長のご答弁の中にもございましたが、この段階でもう既に国会決議違

反を疑わざるを得ないと私はそのように思っておりますし、またその疑念の払拭がなされぬま

ま今国会において国会批准されたことに対し私は大変憤りを感じております。 

昨年１２月の定例議会において町内の各関係機関や近隣自治体さらには道やオホーツク圏活

性化期成会などとの連携を密にとりながら、この国会決議との整合性や合意内容とその影響に

関する説明を国に求めていくと町長からの御答弁ございましたが、その後、この１年間町とし

てどのようなアクションを起こしたのか。また、そのことに対し国からどのような対応及び返

答があったのか。町長にお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ＴＰＰ協定にかかる交渉過程において、重要５品目を聖域としてこれはしっかり守っていく

んだと、これが国会決議の国の考え方だということが示されておりまして、それに向けてしっ

かりと交渉を続けていくということで今日を迎えたわけでありますが、現実内容を見ると関税

化は措置されておりません。ただ長いスパンで少しずつやっていくだとか、なんか目先が随分

変わった内容になったなというふうに思っております。 

そうした中で昨年の１２月の一般質問、伊藤議員からの一般質問でお答えしたとおりであり

まして、その後においてもそういう内容について開示をお願いしたいということで、今までも

活性化期成会または町村会でＴＰＰに関連する要請活動を続けてきております。また直接国、

代議士という形の中で、それぞれ首長または議長が出向いた中で、その活動を展開してきたと

いうことでございますし、また１２支部の代議士に対しても直接的に私からもまた議長からも

そして農協組合長からも、この問題については内容の説明の開示とこのままでは納得ができな

いというようなことで要請をしているというのが実情でございます。引き続き、これらが今の
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状況の中でちょっと先が見えなくなってきたというのが、崩壊してしまうかもしれないという、

ちょっとそんなところも入ってきておりますけれども、これらについては引き続きこれらの内

容が開示されること、そして国会決議と整合性を正していかなきゃならんだろうというふうに

思っている次第であります。 

以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 解りました。今の町長からのご答弁で町としてこの１年間、情報開示を求めていたり、また

代議士を通してさまざまなアクションを行っていたということは、でき得る範疇の中で行動を

行ってきたということは理解いたしました。 

ただやはり国会決議との整合性に関しては、今町長もおっしゃられていましたが、なかなか

納得した答えがいただけていないと。私個人としても疑念をぬぐえないという思いでございま

す。今後今おっしゃられたことに関しては今後も引き続きいろいろな形で町長も求めていくと

いう答弁いただきましたので、その部分に関しては少し安心しておりますが、ただ、先ほど町

長からの御答弁にもありましたけども、今後ＴＰＰ協定に関してアメリカ次期大統領のトラン

プ氏のＴＰＰ協定離脱発言が報道されたりですとか、またＴＰＰ協定の発効には加盟１２カ国

全体のＧＤＰのうち８５％以上占める６か国以上の批准が必要という条項であり、その中でア

メリカは加盟国全体のＧＤＰのうち６０．４％を占めていることから現行のＴＰＰ発効は事実

上不可能とそういうふうにも言われております。しかしアメリカのＴＰＰ協定離脱発言はいつ

撤回があるかもわかりません。またあるいは逆に２国間ＦＴＡなどもあり得ます。さらには今

回のＴＰＰ協定の影に隠れておりますけれども関税撤廃などに関してはＴＰＰ協定の内容とさ

ほど変わらないと言われているＥＵとのＥＰＡの締結に向けた年内大筋合意の可能性も取り出

されている状態でございます。またあるいはＲＣＥＰやＡＳＥＡＮプラス３など新たな経済圏

の中での貿易協定に関することになると、この清里町の地域経済において予断を許さない状況

になる可能性も多々見えてきてる状況でございます。 

これも先ほど町長からのご答弁にもございましたがＴＰＰ協定が発効される・されないに関

係なく、清里町の基幹産業である第１次産業に対する国内対策をしっかりと国に求めていくこ

とも大変重要なことだと思っております。またさらには、今後町としてこの情勢を注視してい

ただき、その時の対応対策が後手後手にならないよう、町長の舵取りに大変ご期待することを

申し上げながら、私の次の質問に移っていきたいと思っております。 

次の２項目目の質問でございますが、水害時における対応と今後の対策についてということ

でございます。先ほどの町長のご答弁の中にもありましたが、毎回同じ箇所で道路冠水被害が

あることは町としても把握しているということでございますし、数年前に排水対策を行ってい

ると。ただ自然勾配がなかなかとれず、ある程度まとまった雨量になると自然流下できずに道

路冠水してしまうと。このことを改善するためには、先の９月の定例議会でも答弁ありました

が数億円規模の事業費が必要で、一般財源で行うにはなかなか財政的には厳しいと。防災対策

に関する直接的な交付金ですとか国や道の事業またあるいは、安全対策としてお年寄りが安心
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して歩けるよう大分傷んできた歩道及びかなり隆起している車道を整備することなどを絡めた

別の事業などありとあらゆる事業を使えないかと模索している最中だということも先ほどの御

答弁でわかりました。 

また工法としても自然流下が難しいのであれば、ある程度大きめな升を埋め、そこにたまれ

ば強制的にポンプで排水するということなど従前の考え方だけに捕らわれない、さまざまな工

法及び方法を検討模索していることも解りました。 

さらに災害は、いつ起きるかわからないので当面の間、私も見てまいりましたが排水ポンプ

等を用いて、人的対応を行っていることなど冠水被害を最小限に抑える対応、ありとあらゆる

角度から行っていることもわかっております。 

ただ、さまざまな課題はありますけれどもなかなか良い妙案が出ないのもわかります。でも

行政として住民の生命財産を守らなければならないという観点からも、また住民の不安を取り

除き安心して暮らせるまちづくりの観点からも、ここはやはり余り時間をかけずにある程度の

期間目標を設定し、スピーディーに冠水災害対策をとり行っていくべきではないかと私はその

ように思っております。 

さらにつけ加えるのであれば排水ポンプによる人的対応もあくまで冠水被害は集中豪雨の最

中に起こっているわけでございまして、その集中豪雨の中、雨カッパ１つで町民のために職員

がずっとその場で対応しているということに関しても、正直私は大変心苦しく思っております。

その辺のことも含めながら、再度町長の考えをお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず１点目のＴＰＰに関してのことでありますが、現実的にＴＰＰ、今アメリカとの対応の

中でどうなっていくか解らないということになっておりますが、またいつその脱退するのをや

めたと、またもとへ戻りますというふうになるかも、これはもう政治の世界ですので解りませ

んが、仮にそうなって戻ってもなかなか大変なことになるということ、また漂流したらそれに

代わるものとして、先ほど出ておりましたＦＴＡだとかそれから、ＥＵとの交渉が行われつつ

あるというようなことですから、いずれにしても、そのＴＰＰだけでなくこれからの自由貿易

に対応する、国内の在り方というのはしっかりと体制をつくっていかなければならないんだろ

うというふうには考えているところでございます。 

今回の国の予算でも数千億の予算が農林水産業ということでついているわけでありまして、

これはもともとＴＰＰも然りでありますけども、それ以外の所得経済対策だとか、強い農業づ

くりだとかそういう部分での対応でついている部分がほとんどでありますから、これはそうい

う自由貿易云々ということよりも国内の強い農業をつくっていくという意味での予算でありま

すんで、しっかりとこれはこれで、対応していただくようにこれから活性化期成会や町村会の

要請活動を通じながら声を出していきたいというふうに考えている次第でもございます。 

次に災害の関係でございます。今までもいろんな対応をしながら、なるべく被害軽減という

形の中で進めてはきておりますが、抜本的な解決策にはまだほど遠いものであるということで

ありますし、またそういう対応について、いろいろ関係方面とも協議をさせていただいており
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ますが、これというところがなかなか見つかってきていないというのも事実でございます。 

しからばいつまでも放置しておけるのかというと、これは町民の皆さんが安心して安全に暮

らすということからいけば、ほど遠い実状になって、雨が降る度に大変な思いを近場の人はさ

れているんだろうというふうに思っております。 

応急対策、恒久対策を含めて先ほど申し上げましたように、緑地や公園を使って一時的にし

のぐだとか排水升を自動的につくって、そこから自動的に排水が行われるような対応するだと

か、そういう部分についても十分に検討を加えながら、本当に時間をいつまでも置くほど大変

なことになりますし、そんな状況の中で検討を加え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いうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今町長からご答弁いただきましたけども、私もこう質問しながらなかなか難しい問題だとは

私も重々思っております。ただしつこいようですけども時間をかけて何かがあってからでは遅

いということで、少しでも前向きに今後検討をしていただきたいとそのように思っております。 

今の街中の災害に対する対応または対策の話をしてきたわけですけども、この件に関連いた

しまして郊外に向ける災害対応と今後の対策について町長にお伺いいたします。 

実はここ近年の気象災害により、今言ったように街中もそうなんですが、実は郊外の方でも

同じようなことが起こっております。集中豪雨や春先の急激な気温上昇による大量の融雪水な

どによって毎回同じ場所で明渠排水がオーバーフローしそうになったり、道路決壊を起こして

いる場所が何カ所かあるようです。町としてはそのような箇所をある程度把握できているのか。

また把握できているのであれば、今後どのような対策を考えておられるのか。町長にお伺いい

たします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 郊外地域における災害の関係でありまして、具体的な例として融雪害における明渠の崩壊だ

とか道路決壊というような関係でありますが、道路関係についてはパトロールを常にしており

ますから、そういう被災を受ける箇所、受けやすい箇所という部分については十分に押さえき

っております。また明渠関係においても、被害が出て申し込みがあったとかいろんな部分につ

いてはできる範疇そういう内容について把握するように努めているところでありますし、また

明渠の中でも公的明渠・私的明渠といろいろありまして、これらについても公的明渠について

は道路の河川管理とあわせて道路管理とあわせてパトロールを行っておりますので、おおよそ

の部分については把握をしているというような状況にあるということであります。 

 

○議長（田中誠君） 
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 伊藤忠之君。 

 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今、町長の方からご答弁いただきましたけれどもその公的明渠、または私的明渠等々いろい

ろありますが何でもかんでも町が責任を持つということでもないということも私も解っており

ます。ただ暮らしている住民にとりますと、そこが公的明渠であろうと私的明渠であろうとな

かなか安心して暮らせないなという思いもあると思います。 

そのような中で先ほどの明渠排水ですか、オーバーフローの話をさせてもらったんですが、

その場所は実は私１カ所ちょっと自分の中で思い当たる場所がございまして、そこは明渠排水

がちょうど２本合流するところなんですね。集中豪雨のとき私もちょっと２回ほどそういう現

場見ましたけれども町職員がポンプアップで対応していました。すぐ横に住宅がありましてオ

ーバーフローしてしまうとすぐ床下浸水、下手したら床上浸水までいってしまうのでは、そう

いう危険性があるなというような状況でした。そこの箇所に関しては、たぶん町の方も把握は

されているとは思っておりますが、その合流地点にちょっと取りつけ農道があるんですね。そ

この下に通っている配水管なんですけども、多分４５０か６００かそれ位の管だとは私自身思

っております。ただ単純に毎回毎回同じようなことが起こるのであれば、その配水管もう少し

太いものに変えればかなり改善されていくのではないかなと思っております。 

そのような箇所が他の例えば農地なども含めて何カ所あるか、私は把握できていませんが、

早急にそういうことを調べていただき、具体的な対策を検討するべきではないかとそのように

私は思いますけど、町長はどのようにお考えでしょうか、お伺いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまありました、取りつけ道路の下に入っている管の関係でございますが、ここの場所、

具体的にいくと西５線の場所ですか。それについては従前からいろいろ内容を調べさせていた

だいておりまして、上下の管の口径が違うということで、どうしてもそこへ溜まりやすいと、

今のままではそこで冠水して滞水してしまうということでありますんで、これらについては、

明年、事業を実施していきたいということで、今計画をしている最中であります。 

またそれ以外のところもそれこそ先ほどの答弁でいきますと、私的明渠と公的明渠という部

分でありますが、私的の明渠からさらに公的の方に流れてきているだとか、いろんなことがあ

るんです。そういう部分についてはやはり道路の雨水だとかがそこに入っていっているという

ことであれば、やはり町としてもその道路の水が入っていった結果として溢れるということが

ありますんで、そういう部分については十分配慮をしていかなければというふうに思っている

ところでありますし、またこれらの実態と言いますか、最終的な部分については、今年で道営

の事業は完了しますけれども、また明年以降調査を入れていきますから、そういう実態調査を

合わせてできれば、道営の事業だとかそういうものを使いながら改修をしていく方が自己負担

的にも町の負担的にも安くなるということもありますんで、そこらへんに合わせて、そういう
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希望があるかどうか事実調査もしながら進めていけるようにしていければというふうに考えて

おりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今の町長のご答弁いただきまして、私も少々安心いたしました。また先ほどから言いました

けども、特定の場所ではないですけども他のことも町長おっしゃられましたけど、いろいろ聞

き取り調査などを行いながらやっていっていただきたいなとそのように思っております。 

次に今は、明渠排水の絡みの話だったんですが、先ほどもちょっと申し上げましたが、今度

は道路決壊に関することなんです。道路決壊の箇所ですけども、私が把握している箇所は郊外

ですけれども何カ所かありますけども、その中の１カ所は、実は民家が２軒ほど並ぶ町道なん

です。その町道なんですけども、舗装されていない町道の上を雨水と土砂がはしる状況でござ

いまして、そこで道路が決壊して横の明渠が溢れ、そのことにより町道とこの住宅をつなぐ取

りつけ道も決壊しちゃって、一時的にも車両が出ることもできなかったみたいな被害があった

そうです。ここに実は、そのときのちょっと写真とか諸々あるんですが、私ちょっとプリント

アウト下手くそだったんで、後できれいにして一回所管の方に提出させていただきたいと思っ

ております。 

これはたまたまほんの一例と言いますか、私が知っている限りのほんの一例ですけれどもや

はり災害時の避難道を確保するためにも、また安心して暮らせる生活道路を確保していくとい

うことのためにも、こういう箇所をまた早急に調べ、その都度の補修対応という形ではなく、

根本的な治水舗装対策を講じるべきではないかなと私はそのように思いますが町長どのように

お考えでしょうか。お伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問のありました、取りつけ道路等の決壊等によって住宅へ入っていかれないだ

とか、いろんな部分があるのかなというふうに思っておりますが、今回の台風災害での部分に

ついては一通りそういう箇所については応急対応をさせていただいたというのが実情でござい

ますが、全体的に排水対策というような中で必要性があるか、それと連帯性が出てくるかどう

か、そこらへんによっては事業に結びつけていけるものもあるかもしれませんし、場合によっ

てはその箇所だけでの対応しか方法がないという部分も出てくるかと思います。先ほど申し上

げましたように、道営事業の調査が明年から入ってまいりますんで、そういう調査と合わせな

がら町道そのものについては町道の方の指定管理の部分で建設課を含めて再度点検を入れてい

きたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 
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 伊藤忠之君。 

 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今町長のご答弁の中にもありましたけれども事業を、いろいろなものを絡めながら行ってい

ければ一番良いんですが、無かった場合、もう一度申し上げますけれども、その時毎回起こる

ような場所に関しまして、その時々の対応をしていく。これはちょっと何というか計画性がな

いとは申し上げませんが、なってしまうことが解っているにも関わらず、その時の補修ではな

くて、やっぱり根本的に考えていかないと、住民の方々も安心して暮らせませんし、そういう

ことをもうちょっと考えていただきながら、先ほど来おっしゃっております、いろんな事情に

絡めながら進めていただきたいなと思っております。 

先ほど来申し上げておりますけれども災害はいつ起きるか。それは誰にも解らないと思って

おります。ただ災害が起こったときにいかにその被害を最小限に抑えるか。いかに町民の生命

財産を守るか。そのことが行政の役割としてとても重要で大切なことだと私は思っております。 

またその思いは町長も同じどころか私以上に思いが強いと、そのように思っております。確

かに、先ほど来何回もおっしゃっております財政的な部分で大変難しい部分もあることも重々

承知しております。ただやはり町民が安心して暮らせるまちづくりのためにもこの災害対策に

ついて、ぜひ前向きに検討していただく。そのことを切に申し上げながら私の一般質問を終わ

らせていただきます。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 全体的な災害対策という中で、本当に清里の住まれている方が、安心安全に生活できると、

そうした生活の環境をつくっていくことは行政の役割でもございます。今までも災害において

はそれぞれ対応をさせていただいたわけでありますけども、近年想定外の出来事が次々と起こ

ってきているというのも実態でございます。災害に強いまちづくりのためにより一層慎重に、

いろんな面で取り組んでまいりたいというふうに考えております。ご理解を賜りたいというふ

うに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで伊藤忠之君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。 

 

 

●日程第８  議案第５６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 議案第５６号 清里町税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。町民課主幹。 
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○町民課主幹（清水俊行君） 

ただ今上程されました、議案第５６号 清里町税条例の一部を改正する条例につきまして提

案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、所得税法等の一部を改正する法律及び外国人の国際運輸業に係る所得に

対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行例の一部を改正する政令の施行に伴

い、清里町税条例の一部を改正するものでございます。 

それでは別冊の審議資料よりご説明いたしますので、審議資料の１ページをお開きください。

１ページは改正の要旨、２ページから１０ページには新旧対照表による改正箇所をアンダーラ

インにより示しております。 

改正の内容につきましては、１ページの要旨によりご説明申し上げます。改正の趣旨につい

ては法律及び政令の施行に伴うものでございますが米印で記載しているとおり、所得税法等の

一部を改正する法律第８条において外国人の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所

得税法等の非課税に関する法律が一部改正され、題名の変更と外国との相互主義に基づく当該

外国との二重課税を排除するための措置が講じられたものでございます。 

清里町税条例においては、改正後の法律第８条、第１２条及び第１６条に基づき、新たに附

則第２０条の２として特例適用利子等及び特例適用配当等にかかる個人の町民税の課税の特例

に関する事項を追加するものでございます。特例適用利子等または特例適用配当等を有する者

に対し、当該特例適用利子等の額または特例適用配当等の額に係る所得を分離課税する規定で

ございます。附則第２０条の３は、附則第２０条の２を追加したことに伴う繰り下げと法律の

改正に伴い、文言と町条例等の整理を行うものでございます。 

９ページ、１０ページをご覧ください。附則につきましては、第１条で施行期日、第２条で、

適用の経過措置について定めるものでございます。 

以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 
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 起立全員です。 

 したがって、議案第５６号 清里町税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９  議案第５７号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 議案第５７号 清里町国民健康保険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。町民課主幹。 

 

○町民課主幹（清水俊行君） 

ただ今上程されました、議案第５７号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

つきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、所得税法等の一部を改正する法律及び外国人の国際輸送業に係る所得に

対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴

い、清里町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので審議資料の１１ページをお開きくださ

い。１１ページは改正の要旨、１２ページから１４ページには新旧対照表により改正箇所をア

ンダーラインにより示しております。 

改正の内容につきましては、１１ページの要旨によりご説明申し上げます。改正の趣旨につ

きましては、法律及び政令の施行に伴うものでございますが、米印で記載しているとおり、所

得税法等の一部を改正する法律第８条において、外国人の国際運輸業に係る所得に対する相互

主義による所得税等の非課税に関する法律が一部改正され、題名の変更と外国との相互主義に

基づく当該外国との二重課税を排除するための措置が講じられたものでございます。 

清里町国民健康保険税条例においては、改正後の法律第９条、第１３条及び第１７条により

新たに附則第１１項として特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する事項を

附則第１２項として特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する事項を追加す

るものであり、町民税では分離課税とされる特例適用利子等の額または特例適用配当等の額を

国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に要いる所得総金額に含める規定でございます。 

規則第１３項及び第１４項は、第１１項、第１２項を追加したとしたことに伴い繰り下げる

ものでございます。１３ページをご覧ください。附則につきましては、第１条で、施行期日、

第２条で、適用区分を定めるものでございます。 

以上で提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 
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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（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５７号 清里町国民健康保険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１０  議案第５８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 議案第５８号 清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

ただいま上程されました、議案第５８号 清里町職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部

を改正する条例につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正につきましては、育児などと仕事の両立を支援していくために家族形態の変

化やさまざまな介護の状況に対応できるよう育児休業、介護休業等、育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律等の見直しが行われており、それに伴いまして、地方公務員におい

ても適切な公務運営を確保しつつ、働きながら、育児などがしやすい環境整備を進めるために

地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されております。その改正を踏まえ、清里町職員

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものでございます。 

それではご説明申し上げますので、別冊の審議資料１５ページをお開きいただきたいと思い

ます。改正の内容は育児休業等の対象となる子の範囲について見直しを行うものでございます。

第８条の２第１項におきましては、育児休業等の対象となる子の範囲に特別養子縁組の監護期

間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等の規定を加えるものでございます。１５ペー

ジから１６ページの第４項は同条第１５条第１項に規定しております介護休暇に関する読み替

え規定であり、第１項の改正に伴い、当該規定を改正するものでございます。 

１７ページをご覧いただきたいと思います。１７ページの附則につきましては第１項で、施

行期日第２項で、経過措置について定めるものでございます。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 
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 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。したがって、議案第５８号 清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１１  議案第５９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 議案第５９号 清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を

議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 議案第５９号、清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして提

案理由のご説明を申し上げます。今回の条例改正につきましては、先の議案第５８号の提案理

由と同様、働きながら育児などがしやすい環境整備を進めるために清里町職員の育児休業等に

関する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１８ページをお開きいただきたいと思います。育児休業をするこ

とができない職員を規定している第２条につきまして、その例外規定である第３号アの（イ）

において非常勤職員の育児休業に係る要件を緩和する改正でございます。下段のイにつきまし

ては、次の第２条２の条文を新たに加えることにより字句等を改めるものでございます。 

第２条の２につきましては地方公務員の育児休業に関する法律第２条第１項に定められてい

る条例で定めるものについて児童福祉法に規定する養育里親である職員に同法の規定により委

託されている当該児童とする規定を加えるものでございます。 

１９ページをご覧ください。第２条の２、条文の追加に伴い、第２条の２を第２条の３に、

第２条の３を第２条の４に繰り下げると共に、改正後の第２条第３号ア（イ）の規定により当

該子が１歳６カ月に達する日を、当該子の１歳６カ月到達日に改めるものでございます。また

第２条の４において見出し及び条文中、第３条第１項を第２条第１項に改めるものでございま

す。 
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２０ページをご覧ください。第３条につきましては、見出し及び条文中第３条第１項を第２

条第１項に改めます。また第２号から第７号まで、１つずつ繰り下げ、第３号から第８号に改

め、第１号の規定事項を明文化するとともに、第１号のうち育児休業の承認の取り消し事由を

規定しています、同条第５条関係について特別養子縁組及び養育里親の規定を第２号として加

えるものでございます。 

２１ページの第１０条は、地方公務員の育児休業に関する法律第１０条第１項に定められて

いる育児短時間勤務の承認に関する規定であり、第２号から第６号まで１つずつ繰り下げ、第

３号から第７号に改め、第１号の規定事項を明文化するとともに第１号のうち育児短時間勤務

の承認の取り消し事由を規定している同条第１２条第１号に関しまして、第３条の改正内容と

同様に第２号として加えるものでございます。 

部分休業の承認について規定している第２０条につきましては、第２項で清里町職員の勤務

時間、休暇等に関する条例における介護時間休暇の規定を加えるものでございます。 

２２ページをご覧ください。第３項では、非常勤職員における介護時間休暇の規定を加える

ものでございます。附則につきましては施行期日を定めるものでございます。 

以上で提案理由の説明を終らさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５９号 清里町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１２  議案第６０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第６０号 清里町高齢者生きがい発揮促進施設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。保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第６０号 清里町高齢者生きがい発揮促進施設条例を廃止する

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。 

本施設条例による在宅健康管理情報関連施設及び高齢者活動促進施設については、その運用

を終了しましたので、用途を廃止し、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。 

以上で提案理由の説明をおわります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第６０号 清里町高齢者生きがい発揮促進施設条例を廃止する条例は、原

案のとおり可決されました。 

 

●日程第１３  議案第６１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 議案第６１号 清里町管理の道路橋梁及び河川の指定管理者の指定についてを

議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第６１号 清里町管理の道路橋梁及び河川の指定管理者の指定

についての提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、現行の指定期間が明年３

月３１日で完了することから本年１０月３日より１１月１６日の間公募を行ってまいりました。 

その結果、現在の指定管理者１社から申請があり、選定委員会での審査と所定の手続を得た

中、指定管理者として総合的に求められる水準を満たしていると判断したため、地方自治法第
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２４４条の２、第６項の規定により指定管理者の指定を行うため、議会の議決を求めるもので

す。 

指定管理を行う施設の名称は、清里町管理の道路橋梁及び河川であり、指定する団体は、斜

里郡清里町羽衣町３０番地に住所を有する株式会社清建工業です。また指定の期間は平成２９

年４月１日から平成３４年３月３１日までの、５年間となっております。なお、公募にあたっ

ての基準価格は、４億７千７６０万円。提案価格は４億７千７５７万４千円となっております。

以上で提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第６１号 清里町管理の道路橋梁及び河川の指定管理者の指定については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第６２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 議案第６２号 緑温泉の指定管理者の指定についてを議題とします。本件につ

いて、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第６２号 緑温泉の指定管理者の指定について提案理由の説明

を申し上げます。 

本件は、下記施設の指定管理者を指定することについて地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により議会の議決を求めるものでございます。 

指定管理を行う施設の名称は緑温泉であり、所在は、清里町緑町２６番地であり、指定する

団体は清里町緑町２６番地に有する株式会社ヴェルデ、代表取締役工藤一仁でございます。指
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定の期間につきましては、平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まででございます。

以上で提案の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第６２号 緑温泉の指定管理者の指定については、原案のとおり可決され

ました。 

 

●日程第１５  議案第６３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１５ 議案第６３号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第７号）についてを議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

ただ今上程されました、議案第６３号 平成２８年度清里町一般会計補正予算第７号につき

まして提案理由の説明を申し上げます。 

補正予算の総額は第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ２千５８７万６千円を追加

し、予算の総額を、５２億２２４万３千円とするものでございます。第１条第２項につきまし

ては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。 

第２条の債務負担行為の補正につきましては議案書を１枚めくっていただいて、次のページ

をご覧ください。第２表債務負担行為補正につきましては、清里町管理の道路橋梁及び河川の

指定管理業務及び緑温泉の指定管理業務について期間限度額を記載のとおり追加で定めるもの

でございます。 

それでは歳入歳出補正予算の内容についてご説明いたします。はじめに、今回補正提案させ
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ていただく事業の内容についてご説明申し上げますので、別冊の審議資料を御用意ください。

審議資料の２３ページをお開きください。なお補正額内の上段の括弧内の数字は補正後の該当

事業の予算総額でございます。 

２款総務費、２項総務管理費、１３目職員福利厚生費職員住宅修繕事業につきましては次年

度において採用予定の職員が入居する住宅２戸の修繕に係る経費２６０万円を計上するもので

ございます。１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、日本で最も美しい村連合加盟事業につ

きましては、この度同連合へ加盟したことに伴い、今後において必要とされる経費を計上する

ものでございまして旅費、需用費そして美しい村連合への負担金、合わせまして１１９万１千

円を計上するものでございます。同じく１目総合戦略事業費北海道日本ハムファイターズ応援

大使事業につきましては、北海道日本ハムファイターズの選手を清里町の応援大使として１年

間活動してもらうとともに球団との連携事業により、青少年の健全な育成及び本町のＰＲを図

るもので本事業の今年度分３月までの活動費に活動等にかかる経費を計上するもので旅費、需

用費、使用料、実行委員会負担金など合わせまして１０７万７千円を計上するものでございま

す。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、臨時福祉給付金事業につきましては、

消費税増に伴い負担軽減といたしまして、給付金９００万円と事務経費等合せまして、９７１

万５千円を計上するものでございます。４目老人福祉費ケアハウス整備事業につきましては、

ケアハウス整備にかかる建築確認申請等の経費を計上するものでありまして４１万円を計上す

るものでございます。４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、後期高齢者医療療

養給付事業につきましては、平成２７年度の実績清算に伴う追加負担金でありまして１千８８

万３千円を増額計上するものでございます。 

それでは続いて事項別明細書により款項区分による補正内容につきまして、御説明を申し上

げるところでございますけども歳出につきましては、ただいま御説明申し上げましたので省略

をさせていただき、歳入のみ説明をさせていただきます。別冊の補正予算に関する説明書を御

用意ください。ピンク色の一般会計をおめくりください。歳入については、総括表にて御説明

申し上げます。１３款 国庫支出金９７１万５千円の補正は、特定財源であり、９款地方交付

税１千６１６万1千円の補正は一般財源として所要額を計上するものでございます。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６３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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第６３号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第７号）については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１６  議案第６４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 議案第６４号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（二瓶正規君） 

ただ今上程されました、議案第６４号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第３

号につきまして提案理由の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３５３万２千円を追加し、予算の総額を１億２千８１０万８千円とするも

のであります。第２項につきましては後ほど別冊の清里焼酎事業特別会計事項別明細書により

ご説明申し上げます。 

今回の補正は職員の結婚に伴います職員手当等の増額及び販売量の増加に伴います諸費用の

増加を行うものであります。 

それでは歳出から説明いたしますので別冊の補正予算に関する説明書のうぐいす色の仕切り

焼酎事業特別会計の事項別明細書の６ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費３２２万５千円の増額は職員手当等の増額で１７万５千円、役務費といたしま

して、通信運搬費及び広告料の増額で７４万４千円、使用料及び賃借料といたしまして印刷機

借り上げ料の増額で８万１千円。公課費につきましては、消費税及び酒税の増額分といたしま

して２２２万５千円を補正するものであります。２款製造費、１項製造管理費、１目醸造費３

０万７千円の増額は役務費で蒸留廃液の処理手数料として、増額補正をするものであります。 

次に、歳入について説明いたしますので５ページにお戻りください。歳入につきましては総

括で説明いたします。１款財産収入につきまして焼酎販売数量の増加による収入見込み額とい

たしまして３５３万２千円を増額補正するものです。なお７ページ以降は給与費明細書となっ

ておりますが、説明は省略させていただきます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 
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（「討論なし」との声あり） 

 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第６４号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７～２０ 意見案第７号～第１０号 

○議長（田中誠君） 

 ここで、議事の都合上、日程第１７、意見案第７号 ＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ貨物に係

る税制特例の恒久化等を求める意見書についてから、日程第２０、意見案第10号 ＪＲ北海

道への経営支援を求める意見書についてを議題とします。 

 ４件について、提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会委員長 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 総務文教常任委員会提出の意見案第７号を説明します。 

意見案第７号、ＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ貨物にかかる税制特例の恒久化等を求める意見

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

るものとする。 

平成２８年１２月１５日提出、清里町議会総務文教常任委員会委員長勝又武司。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を朗読して説明いたします。 

１、ＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ貨物に対する固定資産税都市計画税等を減免する特例措置

の継続的継続及び恒久化を図ること。 

２、ＪＲ北海道をはじめ旅客鉄道事業各社が低炭素型車両の着実な導入を促進するための固

定資産税にかかる特例措置を継続すること。 

３、自然災害の多頻度化大規模化を踏まえこれによって発生する鉄道施設設備の被害から復

旧に向けた支援スキームの拡充を図ること。 

４、老朽化が進む鉄道在来線構造物の大規模改修に向けた支援スキームの拡充を図ること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものです。 

 

次に意見案第８号、地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書について。本件

について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

平成２８年１２月１５日提出、総務文教常任委員会委員長勝又武司。次のページをお開き
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ください。読み上げて内容を説明します。 

地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まり

が求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっ

ている。また地方議会議員の活動も、幅広い分野に及ぶと共により積極的な活動が求められ

ている。しかしながら昨年実施された統一地方選挙においては町村では議員への立候補者が

減少し、無投票当選が増加するなど住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな

問題となっている。こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相等しいものにすること

が議員を志す新たな人材確保につながっていくと考える。よって、国民の幅広い政治参加や

地方議会における人材確保の観点から地方議会議員の厚生年金制度の加入のための法整備を

早急に実現するよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものです。 

 

次に意見案第９号 大雨被害に関する意見書について。本件について、地方自治法第９９

条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。 

平成２８年１２月１５日提出、総務文教常任委員会委員長勝又武司。次のページをお開き

ください。前文を省略し、記以下の内容を説明します。 

１、自治体の応急対応や復旧復興に要する経費について、特別交付税による財政支援や災害

復旧事業債の資金確保など十分な地方財政措置を講ずること。 

２、被災した道路、河川鉄道等の公共土木施設、水道施設、農地、治山林道漁港等の農林水

産業施設、社会福祉施設、医療機関、学校等文教施設及び文化財等の災害復旧に対して支援

を行うこと。 

３、復旧だけではない水害に強い河川の改修への財政措置を講ずること。一級河川のみなら

ず北海道管理河川においても浸水被害の解消のため抜本的な河川改修が可能となるよう、特

段の財政措置を講ずること。 

４、住宅被害を受けた被災者がもとの生活を取り戻すための必要な各支援制度について十分

な財政措置を講ずるとともに、迅速かつ柔軟な運用を行うこと。 

５、農林水産業への被害について農林漁家の経営意欲を後退させないよう災害に強い農産漁

村づくりへの措置を講ずること。 

６、大量の流木等が農地や農地の復旧や漁業の操業等の支障とならないよう、流木等の災害

廃棄物の迅速な改修や処理に必要な経費に対し特段の財政措置を講ずること。 

７、被災中小企業に対して資金繰り支援を行うこと。 

８、異常気象等を起因とする災害発生状況を踏まえ、より強靱な道路河川を初めとする公共

施設の整備を推進するため、老朽化施設の改修更新や施設の日ごろの維持管理に対して特段

の財政措置を講ずること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものです。 

 

次に意見案第１０号、ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書について。本件について地

方自治法第９９条の規定により別紙のとおり意見書を提出するものです。 

平成２８年１２月１５日、総務文教常任委員会委員長 勝又武司。次のページをお開きく

ださい。 
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１１月１８日、ＪＲ北海道は現在の営業路線のおよそ半分となる１０路線１３線区を単独

では維持が困難であると発表した。この路線のいずれかが廃止となれば、その地域の過疎化

が促進され、地域の経済や住民の暮らしを破壊することになり公共交通機関としての役割を

放棄するものであると言わざるを得ない。ＪＲ北海道は発足当初から国の経営安定化基金に

より、経営を維持しており積雪寒冷地という気象条件も重なり、設備の維持管理には多額の

費用が必要です。よって国においては地域住民の日常生活に重要な移動手段である鉄道を北

海道において公共交通機関として役割を発揮できるようにＪＲ北海道の経営が自立できるよ

う、財政支援等を図るよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条規定により意見書を提出るものです。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから4件について一括質疑を行います。 

                        （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。この意見案4件については、討論を省略し採択したいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

                        （「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第７号を、採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第７号 ＪＲ北海道、ＪＲ四国、ＪＲ貨物に係る税制特例の恒久化等を

求める意見書については、原案のとおり決定されました。 

これから、意見案第８号を、採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第８号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書について

は、原案のとおり決定されました。 

これから、意見案第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。 
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（賛成者起立） 

 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第９号 大雨災害に関する意見書については、原案のとおり決定されま

した。 

これから、意見案第１０号を、採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第１０号 ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書については、原案の

とおり決定されました。 

 お諮りします。ただ今可決されました、4件の意見書の提出先並びに内容の字句等について

は、その整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に

委任にすることに決定しました。 

 

●日程第２１ 意見案第１１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２１意見案第１１号 安全安心の医療介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意

見書についてを議題とします。 

提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 産業福祉常任委員会提出の意見案第１１号をお開きください。 

意見案第１１号 安全安心の医療介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書につい

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

平成２８年１２月１５日提出、清里町議会産業福祉常任委員会委員長前中康男。次のページを

お開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

１、医師、看護師、医療技術職介護職等の夜勤交替制労働における労働環境を改善すること。

①１日８時間以内を基本に労働時間の上限規制や勤務間のインターバル確保夜勤回数の制限な

ど、労働環境改善のための規制を設けること。②夜勤交替制労働者の労働時間を短縮すること。
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③介護施設などにおける一人夜勤を早期に解消すること。 

２、安心安全の医療介護を実現するため、医師、看護師、医療技術職、介護職を増員すること。 

３、患者、利用者の負担軽減を図ること。 

以上、地方自治法第９９条規定により意見書を提出するものです。以上です。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採択したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第１１号を、採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

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

ついては、原案のとおり決定されました。 

 お諮りします。ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等については、そ

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

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に

委任にすることに決定しました。 

 

 

●日程第２２  発議第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２２ 発議第３号 議員の派遣についてを議題とします。 

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

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、本日の会議は全部終了しました。会議を閉じます。 

 平成２８年第５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 ２時３５分 


