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平成２８年第１回清里町議会定例会会議録（３月８日） 

 

 平成２８年第１回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   澤 本  正 弘 

    総 務 課 参 与   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 

    産 業 課 長   二 瓶  正 規 

    建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 
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    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 教 育 課 長   伊 藤  浩 幸 

    農業委員会事務局長   二 瓶  正 規 

    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    澤 本  正 弘 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   小 貫  信 宏 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   同意第 １号  清里町監査委員の選任について 

   議案第 １号  きよさと情報交流施設条例の制定 

   議案第 ２号  清里町課設置条例の制定 

   議案第 ３号  町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第 ４号  清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第 ５号  清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

   議案第 ６号  清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第 ７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 ８号  清里町基金条例の一部を改正する条例 

   議案第 ９号  清里町公園条例の一部を改正する条例 

   議案第１０号  清里町税条例の一部を改正する条例 

   議案第１１号  清里町税条例等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を改正

する条例 

   議案第１２号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第１３号  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

を定める条例の一部を改正する条例 

   議案第１４号  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一部を改正する条例 

   議案第１５号  行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

   議案第１６号  清里町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

   議案第１７号  平成２７年度清里町一般会計補正予算（第５号） 

   議案第１８号  平成２７年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第１９号  平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第２０号  平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第２１号  平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第２２号  平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第２３号  平成２８年度清里町一般会計予算 

   議案第２４号  平成２８年度清里町介護保険事業特別会計予算 
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   議案第２５号  平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第２６号  平成２８年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第２７号  平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第２８号  平成２８年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第２９号  平成２８年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   平成２８年度町政執行方針 

   平成２８年度教育行政執行方針 
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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１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（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４番 前中康男君、５番 池下昇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） 

 本定例会は、平成２８年度当初予算が提出される議会であり、町政執行方針・教育行政執行方針・

一般質問・予算審議・その他一般議案などから判断して、本定例会の会期は、本日より３月１６日

までの９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（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、本日から３月１６日までの９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、会期は本日から３月１６日までの９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点について報告申し上げます。１点目、議員の派遣状況及び会議行事等への出

席報告についてであります。(1)市町村アカデミー町村議会議員特別セミナーについて。１月１８日
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から１９日までの２日間千葉市で開催され、勝又議員、河口議員、堀川議員、伊藤議員が参加して

おります。記載の著名な講師による幅広い分野の講演が行われ、広く研鑽を深めてきたところであ

ります。（２）オホーツク町村議会議長会第２回定期総会について。２月の１８日津別町で開催され、

田中議長が出席しております。記載の議題が提案され、原案のとおり議決承認されております。２

ページになります。（３）一部事務組合等の会議等、並びにその他の会議行事等について。記載の会

議行事に議長はじめ各議員が出席しておりますので、ご報告申し上げます。 

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

れております。３ページになります。３点目、例月現金出納検査の結果についてであります。平成

２７年１２月分及び平成２８年１月分について。４ページ、５ページのとおり提出されております。

いずれも適正であるとの報告であります。４点目、平成２８年第１回清里町議会定例会説明員等の

報告について。６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（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） 

 それでは、町長の一般行政報告を申し上げます。まず大きな１の主要事業報告であります。１点

目の藍綬褒章受章についてでございますが、現保護司であります保坂正紀氏に対しまして、平成２

７年度の秋の褒章において更生保護の御功績に藍綬褒章を受章されておりますので、謹んでご報告

を申し上げたいと存じます。 

次に２点目の特旨叙位・特別叙勲の受章についてでございます。元町議会議員故藤田春男氏に対

し、１月３０日付けをもって従六位旭日双光章が授与されておりますので、謹んでご報告をさせて

いただくものであります。 

次に３点目の札弦ベニヤに係る十勝港災害復旧要請についてであります。札鶴ベニヤ株式会社に

おいて、南洋材の輸入港湾及び水面貯木場として利用いたしております十勝港の防波堤が昨年１０

月の台風２３号により被災し、早急な復旧を要することから、港湾所有の広尾町ベニヤ工場所在の

白糠町及び清里町の首長において、北海道開発局に対し、１２月２２日緊急要請活動を行ったもの

でございます。結果といたしまして、過日国土交通省港湾局より、平成２８年度において災害復旧

工事として、防波堤の嵩上げ改良を実施するとの回答をいただいたところでもございます。 

次に４点目の斜里地区消防組合議会第５回定例会の結果についてであります。昨年の１２月２５

日、斜里町総合庁舎３階議事場で開催されております。付議案件につきましては、①の平成２６年

斜里地区消防組合一般会計歳入歳出決算認定及び②の斜里地区消防組合火災予防条例の一部を改正

する条例の２件でございますが、２件とも原案どおりに可決承認がされたものでございます。 

次に５点目の、斜里郡３町終末処理事業組合議会第３回定例会の結果についてであります。同じ

く１２月の２５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。付議案件につきまして
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は、２ページに記載の①から⑤までの５件であります。いずれも原案どおりに、可決承認がされて

いるものでございます。①につきましては北海道市町村総合事務組合、②には、北海道市町村職員

退職手当組合、③は北海道町村議会議員の公務災害補償組合等の変更に要する協議の専決処分でご

ざいますが、いずれも組合を構成する組合員の変更に係る内容のものでございます。④につきまし

ては平成２６年斜里郡３町終末処理事業組合一般会計歳入歳出決算認定でございます。⑤の平成２

７年度斜里郡３町終末処理事業組合一般会計補正予算第１回につきましては前年度繰越金の確定に

伴い、基金積立金に５３５万円、処理場管理費に２０万円の合計５５５万円の追加補正を行い、予

算の総額を、１億３千２７９万２千円と定めたものでございます。 

続きまして、６点目の緑ダムに係る小水力発電事業の施行申請についてであります。１市４町の

国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会におきまして、北海道に対して施行申請を提出して

おりました緑ダムに係る小水力発電事業につきまして、１月の１８日付をもって道営地域用水環境

整備事業で施行申請を適当とする通知をいただいたところでございます。つきましては平成２９年

度の事業採択に向け、平成２８年度には調査設計を行うことになりますので、北海道及び畑地かん

がい管理運営協議会との連携のもと推進してまいる所存でございます。 

次に７点目の暴風雪及び大雪警報の発令に係る対応についてでございます。（１）は１月１９日未

明より２１日にかけて発生した暴風雪及び大雪についてでございます。（２）は、２月の２９日から

３月１日にかけて発生した暴風雪に係る対応についてでありますが、各警報の発令を受け、災害対

策本部及び情報連絡室を設置し、気象及び災害情報の収集と対応を行ってきたものでございます。

主な対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各公共施設の開設状況などの

情報提供、周知とあわせまして救出要請の対応など、一連の対策が図られたものでございます。な

お１月１９日の暴風雪では、国道、道道及び町道の通行止めに合わせ一時避難所の開設を行ったと

ころでありますが、自主的な避難所の利用者はいなかった状況にございます。 

次に８点目の寄付金の採納についてでございます。２月の３日、網走信用金庫様より創立９０周

年記念事業の一環とし、未来を担う子供たちのためにとして１００万円のご寄附をいただきました

ので、ここにご報告を申し上げます。ありがとうございます。 

次に、９点目の北海道横断自動車道北見網走間建設促進期成会緊急要望についてであります。２

月の２６日記載の要望先に対しまして、期成会構成の各首長により、北見端野から美幌高野間の早

急な整備実施と予算の確保について、要望活動を実施したものでございます。 

続きまして３ページになりますが、１０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２９日、斜里町総合庁舎３階議事場で開催がされております。付議案件とい

たしましては、①、②の２件でありました。いずれも原案どおりに可決、決定されたものでござい

ます。①は平成２７年度斜里地区消防組合一般会計補正予算（第３回）でありまして、実行補正に

伴う減額補正であり２千３６７万６千円を減額し、予算の総額を１５億５千２３６万９千円とする

ものでございます。②には、平成２８年度斜里地区消防組合一般会計予算でございます。予算の総

額を１１億２千６７０万７千円とするものでございます。主なものといたしましてはさらに消防署

の庁舎改築工事及び指令台システムの整備などで３億３千１６２万１千円となっております。 

次に１１点目の斜里郡３町終末処理事業組合議会第１回定例会についてでございます。同じく２

月の２９日斜里町総合庁舎２階大会議室にて開催がされております。付議案件につきましては①、

②の２件でありました。それぞれ原案どおり可決承認がなされております。①は平成２７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）でありまして、実行に伴う減額補正であり、
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２７５万円を減額し、予算の総額を１億２千９０４万２千円とするものでございます。②は平成２

８年度斜里郡３町終末処理事業組合の一般会計予算でありまして、予算の総額を１億６千５２８万

２千円とするものでございます。主なものといたしましては、処理場施設の旧施設の解体工事に係

る部分が９千１００万円となってございます。 

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。議決工事の３月１日現在の進捗状況で

あります。平成２７年度の継続事業であります交流活動施設整備工事につきましては、記載の工期、

工事内容により実施されておりまして、現在は外装工事の施工中であります。進捗割合では３３％

となっております。 

次に大きな３の主な会議行事等の報告であります。１点目の平成２８年清里消防団出初式であり

ますが、１月の４日、市街地より町民会館で行われております。町内外より多くご来賓の方々の御

臨席をいただく中、消防団員をはじめ町民の皆さん、１００名の参加をいただき、分列行進の後、

式典においては無火災表彰、永年勤続並びに功績表彰の授賞式などが行われております。盛会のう

ちに終了をいたしたところであります。次に、４ページをお開き願います。第３８回まちづくり住

民大会についてであります。２月の１３日、生涯学習総合センターにて開催がされております。清

里町まちづくり運動推進協議会の主催のもと、約１３０名の皆さんの参加をいただき、「清里町にあ

る宝の発掘。ないものはない。大事なことはすべてある。」をテーマとして、地域おこし協力隊二人

からの活動報告とプラネット講座で講師をいただきましたＮＰＯ法人霧多布湿原ナショナルトラス

ト霧多布湿原センター館長の阪野真人氏からの御講演とプラネット講座参加者の中から４名の皆さ

んにより、地域資源を活用したまちづくりをテーマにパネルディスカッション方式でのまちづくり

事業にかかる御提案をいただいたうえ、会場の参加者の皆さんとともに新たなまちづくりの可能性

や発展性を考える機会と、第２部では花と緑と交流のまちづくり委員会より自治会花壇ガーデンコ

ンテストと紹介が行われ盛会のうちに終了いたしたところでございます。 

以上申し上げ、町長の一般行政報告といたします。 

 

○議長（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、

冬休み学習サポート教室について。本年度、夏休みに続いて２回目となります子供たちの基礎学習、

基礎学力の定着と学力向上を目指した冬休み学習サポート教室が開催されております。今回は記載

のとおり、中学、高校の部と小学校で開催日程が分かれての実施となり、中高生は２日間、小学生
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は３日間の改正となっております。全体では小中高校生合わせまして１１２名の参加で実施をされ

ております。 

２点目、平成２８年清里町成人式について。１月５日、プラネットにおいて新成人３７名の出席

のもと開催され、主催者式辞、来賓祝辞の後、新成人が一人ずつ二十歳の誓いを述べました。また

式終了後には、新成人自ら組織する実行委員会主催による祝賀会が行われております。 

３点目、スポーツ合宿の受け入れについて。１月９日から１１日までの３日間、網走地区中学校

女子バレーボール部、冬期合同合宿が地元清里中学校を含め、オホーツク管内より１５校、生徒、

顧問等合せまして１４０名が参加し、トレーニングセンター等で行われております。 

４点目、北海道教育委員会柴田教育長教育行政視察について。２月５日北海道教育委員会柴田教

育長がオホーツク管内の学校視察に際し、清里中学校を訪問し、全学年の授業参観と本町学校教育

の内容について視察数をされた後、石井教育委員長始め学校関係者と意見交換を行いました。 

次に２ページをご覧ください。５点目、平成２７年度ことぶき大学修了式について。３月４日、

プラネットにおいて開催され、修了証書の授与、並びに各種表彰と皆勤賞、精勤賞が授与されまし

た。本年度は、修了生６１名で平均年齢は７８．４歳、最高齢は９６歳という構成の中、年間で計

３３回の講座等実施をしましたが、全体の出席率が８３％と皆さん大変熱心に受講されて参りまし

た。 

続いて大きな２、教育委員会の開催状況であります。平成２８年第１回教育委員会が１月１４日、

第２回が２月２５日、第３回が３月３日に開催され、それぞれ記載の案件について審議されており

ます。 

続いて大きな３、その他の１、全道大会出場等についてであります。本年１月から３月につきま

して小学生、中学生、高校生が（１）から次のページ（５）に記載しておりますスケート、バトミ

ントン、水泳、スキーの各スポーツ競技において全道大会に出場し、管内の代表選手として力いっ

ぱい検討してきております。また（６）及び（７）に記載しております全道規模での絵画のコンク

ールにおきましてそれぞれ優秀な成績を収めております。また一般成人においても、（８）に記載の

とおり清里町プライズクラブが北海道青年農業者会議において優秀な成績を収めております。 

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  同意第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 同意第１号 清里町監査委員の選任についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第１号 清里町監査委員の選任につきまして提案理由をご説明申し

上げます。 

現監査委員であります篠田恵介氏は、この３月３１日をもって任期満了となります。引き続き選

任をいたしたいと地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございま

す。地方自治法第２９６条第１項の規定は、地方自治体の長は議会の同意を得て人格が高潔で、普

通地方公共団体の財産管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、すぐれた知見を有する者か

ら選任するとそうした定めでございます。履歴等につきましては、次のページに記載されておりま

すので、ご参照願いたいと存じます。なお、任期につきましては、平成２８年４月１日より平成３

２年３月３１日までの４年間でございます。篠田恵介氏の選任につきまして満場でのご同意を賜り

ますようお願いを申し上げ、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。 

 本件については、議会先例により、討論を省略します。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第１号 清里町監査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。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで、ただいま選任されました篠田監査委員より挨拶の申出がありましたので、これを許しま

す。 

 

○監査委員（篠田恵介君） 

 本会議の貴重なお時間をお借りいたしまして、ご挨拶をさせていただきます。このたび、町長よ

り任命をいただき、議会の皆様のご同意をいただき、監査委員を引き続き努めてさせていただきま

す。なにぶん浅学非才でございます。与えられた使命を果たすため、これまで以上に研鑚を積みま

して、公正かつ公平を主眼として職責を全うして参りたいと思います。皆様の御指導、ご鞭撻を切

にお願い申し上げて、まことに簡単でございますが、就任にあたってのご挨拶とさせていただきま

す。今後ともどうぞお願いいたます。 
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●日程第７  議案第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 議案第１号 きよさと情報交流施設条例の制定を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 只今上程されました、議案第１号 きよさと情報交流施設条例の制定について、提案理由のご説

明を申し上げます。 

本件につきましては、観光振興の推進と町民の利便を図るために、現在、旧レストハウスにおい

て改修工事を進めております新たな施設の設置と管理等について定めるため、条例の制定を行うも

のでございます。それでは、次ページをご覧ください。 

第１条は、本施設の目的について定めたものであり、第２条につきましては施設の名称及び位置

ついて、名称を「きよさと情報交流施設」位置は「清里町羽衣町６２番」と定めるものであります。 

 第３条は「施設の管理運営」について、第４条は、施設の管理運営の「業務の委託」について、

第５条、第６条は、施設の「使用の許可」と「使用の制限」について、第７条は「施設使用許可の

取り消し等」について、定めるものであります。 

第８条は「施設使用料」、第９条は「施設使用料の減免」について、第１０条につきましては「損

害賠償」、第１１条は「委任」ついて定めるものであり、附則につきましては、施行期日を、別表に

つきましては、第８条「施設使用料」について定めるものであります。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（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１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり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１号 きよさと情報交流施設条例の制定は、原案のとおり可決されました。 
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●日程第８  議案第２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 議案第２号 清里町課設置条例の制定を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

只今上程されました、議案第２号 清里町課設置条例の制定について、提案理由のご説明を申し

上げます。本件につきましては、課の再編による効率的な組織運営に向け、清里町課設置条例の全

部改正を行うものであります。また、課設置条例の全部改正により、「清里町議会委員会条例の一部」

を改正するものであります。 

改正の主な内容は、「企画政策課」及び「焼酎醸造所」を新設し、産業課と建設課を統合した「産

業建設課」とし、５課１室１醸造所の組織体制に改めるものであります。それでは、次ページをご

覧ください。 

第１条において、地方自治法第１５８条第１項の規定に基づき、課の設置及びその分掌する事務

を定めるものであり、第１号の総務課においては、議会及び行政一般に関する事項・教育大綱の策

定及び総合教育会議に関する事項・人事に関する事項・公有財産に関する事項・地籍に関する事

項 ・電算及び情報化に関する事項・防災に関する事項・国民保護に関する事項・情報公開及び個

人情報保護に関する事項・公園、広場等に関する事項・その他、他課に属さない事項。  

第２号の企画政策課では、重要施策の総合企画調整に関する事項・予算及び決算並びに財政一般

に関する事項・土地利用計画に関する事項・広報に関する事項・広聴に関する事項・統計に関する

事項・住民活動に関する事項・交通安全に関する事項・商工労働に関する事項・観光に関する事項。 

 第３号の町民課では、生活環境に関する事項・国民健康保険に関する事項・後期高齢者医療に関

する事項・年金に関する事項・戸籍及び住民基本台帳に関する事項・町税の賦課徴収に関する事項・

町営住宅に関する事項。 

第４号の保健福祉課では、保健に関する事項・社会福祉に関する事項・高齢者福祉に関する事項・

児童福祉に関する事項・介護保険に関する事項・保健福祉総合センターに関する事項。 

第５号の産業建設課では、農政に関する事項・林政に関する事項・農地開発に関する事項・土木

及び建築に関する事項・道路及び河川に関する事項・上下水道事業に関する事項を、各課の事務分

掌とし、第２条第１項では、出納室、焼酎醸造所の１室１醸造所の設置を定め、第２項において、

分掌事項を定めるものであり、第１号の出納室では、会計事務に関する事項。 

 第２号の焼酎醸造所では、焼酎事業に関する事項とするものであります。 

次のページをお開きください。 

附則につきましては、第１項で、施行期日を定めるものであり、第２項においては、課設置条例

の改正に伴い、清里町議会委員会条例の一部を改正するものであり、第３条第１項第１号の総務文

教常任委員会の所管事項に（イ）の企画政策課の所管する事項を加え、第２号の産業福祉常任委員

会の所管事項については（ウ）において、産業課を産業建設課に、（オ）において、焼酎事業所を焼

酎醸造所に改め、改正前条例にて定められていた「建設課の所管する事項」を削るものであります。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

このことについて総務課長にお伺いしたいんですけども、４月１日から施行するということです

けれども、町民に対してどういった解りやすい情報提供していくのか。また今までとそんなに極端

には変わっておりませんけども、いち早く解りやすく広報等でお知らせするのは大事ではないかと

いうものふうに思いますけども、そこら辺はどういうふうに考えておりますか 

 

○議長（田中誠君） 

総務課長 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

池下議員の御質問でございますが、町民への周知等々でございます。現在４月１日の広報におい

て、内容等を町民の皆様にご報告できるような形で現在進めているところでございます。今回大き

な編成でもございますので、町民の方々には丁寧な説明の仕方報告の仕方をしていきたいというふ

うに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

今までと１階の町民課はそんなに変わりはないと思います。建設課で公営住宅の問題とかいろい

ろとやっておりましたけども、機構が変わると町民の方はなかなか解りづらい面があろうかと思い

ます。特に高齢者に対しては。そこで正面玄関に町民の方が誰か見てもどこへ行けば良いのか解る

ような表示板のようなものをつくってみてはどうか。町民の方は毎日来るわけでありませんけども、

そういった優しい行政を目指してやっていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

総務課長 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

今池下議員から御提案がございましたものについては、できるだけ対応していきたいというふう

に思いますし、当然カウンターにいる職員が来られた町民の方にはしっかりと担当する課の方に連

れていくですとか、その辺をしていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                          （「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２号 清里町課設置条例の制定は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第９ 議案第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 議案第３号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から、日程第１１ 議

案第５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例までの３件につ

いて関連がありますので一括議題にしたいと思います。 

 これに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、日程第９ 議案第３号から、日程第１１ 議案第５号までの３件を一括議題とする

ことに決定しました。 

 ３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） 

 只今上程されました、議案第３号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第４

号 清里町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議案第５号 清里町議会議員の議員

報酬及び費用弁償支給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。 

それでは、議案第３号「町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明を申

し上げます。 

本件につきましては、平成２７年人事院勧告により、官民月例給与比較において、平均０．３６％

民間が上回っているため、平均改定率で０．４%の引き上げと特別給においても民間の支給状況等

を踏まえ、０．１月分の引き上げを行うものであり、今年度分においては、４月遡及による月例給

及び勤勉手当の改正をするものでございます。 

それでは、別冊の審議資料１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。 

第１条関係につきましては、平成２７年度における措置について改正するものであり、勤勉手当

に関する第１８条第２項第１号では、再任用職員以外の職員については、１２月支給分手当を１０

０分の１０月分、第２号においては、再任用職員の１２月支給分手当を１００分の５月分、増額改

正するものであります。 

２ページをご覧ください。２ページから７ページまでの別表第１「行政職給料表」と８ページか

ら１５ページまでの別表第２「医療職給料表」につきましては、先にご説明申し上げしました民間

給与との均衡分平均０．４％を引き上げる給料表の改正であります。 
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以上第１条関係の改正は、平成２７年４月１日に遡及し、適用するものであります。 

１５ページをご覧ください。第２条関係につきましては、平成２８年度以降における改定であり

ます。 

次のページをご覧ください。勤勉手当に関する第１８条第２項第１号では、再任用職員以外の職

員について、支給手当を１００分の８０月分とし、第２号においては、再任用職員の支給手当を１

００分の３７．５月分とするものであります。附則につきましては、第１項・第２項で「施行期日

と適用日」第３項で「給与の内払」について、定めるものであります。 

続きまして、議案第４号をご説明申し上げますので、議案書にお戻りください。 

議案第４号 清里町長等の給与等に関する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。 

本件につきましては、平成２７年人事院勧告により、町職員の勤勉手当の改正が行われており、

町長等の期末手当支給率については、町職員の支給の例により改正されておりますので、本条例に

つきましても所要の改正を行うものでございます。それでは、別冊の審議資料１８ページをお開き

ください。第１条関係につきましては、平成２７年度における措置について 改正するものであり、 

期末手当に関する第４条第２項において、１２月支給分手当を１００分の２２２．５月分とし、１

００分の１０月分、増額改正するものであります。 

第２条関係につきましては、平成２８年度以降における改正であり、期末手当に関する第４条第

２項において、６月支給手当を１００分の２０２．５月分に、１２月支給手当を１００分の２１７．

５月分とし、都合４．２月分に調整を行うものであります。 

 附則につきましては、第１項・第２項で「施行期日と適用日」第３項で「給与の内払」について、

定めるものであります。 

続きまして、議案第５号をご説明申し上げますので、議案書にお戻りください。 

議案第５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給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。 

本件につきましても、平成２７年人事院勧告により、町職員の勤勉手当の改正が行われており、

議会議員の期末手当支給率については、町職員の支給の例により改正されておりますので、本条例

につきましても所要の改正を行うものでございます。 

それでは、別冊の審議資料 ２０ページをお開きください。 

第１条関係につきましては、平成２７年度における措置について 改正するものであり、期末手

当に関する第５条第２項において、１２月支給分手当を１００分の２２２．５月分とし、１００分

の１０月分、増額改正するものであります。 

第２条関係につきましては、平成２８年度以降における改正であり、期末手当に関する第５条第

２項において、６月支給手当を１００分の２０２．５月分に、１２月支給手当を１００分の２１７．

５月分とし、都合４．２月分に調整を行うものであります。 

 附則につきましては、第１項・第２項で「施行期日と適用日」第３項で「給与の内払」について、

定めるものであります。 

以上で、平成２７年人事院勧告に伴う、関係３条例の一部を改正する条例に関する提案理由の説

明を終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 これから３件の議案に対し、総括質疑を行います。質疑ありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

今回の案件そのものに対しての考え方だけ確認しておきたいと思うわけですが、清里町はこうい

う形の中で国の人事院案件で職員給与体系を変えていくという事に対しては、特に問題はないと理

解するわけですが、ここで私たち議員、同時に特別職、町長等の給与も同じように見習った形で今

日までされてきているわけですが、国が出された人勧は確かに大切なもので職員に対しては実施し

ていくべきだと思うわけですが、この状態が全国津々浦々まで均等であるならば良いと思うわけで

すが、清里の実態や地方の実態を踏まえた時にこういう人勧の形を、町長若しくは議員の中で今後

とも続けていくべきなのかどうだろうか。毎回のように増額が出るときは考えるというか、疑問に

思い投げかけている一人です。今回の提案について賛成する、反対するということではなく、今後

の報酬あるいは町長、特別職の考え方について町長自身は、どのように捉えているかお伺いをして

おきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただいまの加藤議員の御質問でありますが、特別職並びに議会議員に対する報酬手当の支給の関

係かというふうに思います。 

職員の部分については人事院勧告という形で労働基本権と人事院規則の中で査定がされ、公表が

されてくるということで、従前ともこの基本的には人事院勧告を尊重する中で取扱をしてきたとこ

ろであります。これは制度的なものでありますから、今の段階で変える考え方はありません。また

特別職及び議員の関係でありますが、報酬については審議会がありますので、その中での引き上げ、

引きさげは情勢を見ながら答申をいただくことになっておりますが、従前から手当関係については、

職員の人事院勧告に基づく基準を持ってやるということで来ておりまして、手当をいかに定めるか

というときの基準が外に見あたらないというようなことからいけば、全国にこういう一定の基準を

使ってやられている関係でもありますので、この小さな町であれば国の人事委員会から示した勧告

という形の中で、それから政令市になりますと、人事委員会をそれぞれお持ちでありますから、そ

こで答申されてきた部分での対応がされているというふうにお聞きをしておりますので、私どもと

しても、清里の中においては国の人事院勧告に基づく基準を参考としながら取り扱いをさせていた

だくという考え方でいきたいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

理解はするわけですが、町長そして議員における特別職の報酬等審議会、このことがきちっとあ

るわけでありまして、そういう中での部分を踏まえた中で、今後手当てについて、トータルとして
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は報酬の一部となるわけですから、今後ともこのままで良いのかどうなのか、再度検討する審議会

の中でご要望もしておきたいと思います。 

 

○町長（櫛引政明君） 

御意見の趣旨を踏まえながら審議会等の中でも、また検討させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３号 町職員の給与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。 

 

○議長（田中誠君） 

 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） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４号 清里町長等の給与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。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第５号 清里町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給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。 
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●日程第１２  議案第６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第６号 清里町人事行政の運営等の状況の公表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） 

 只今上程されました、議案第６号 清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

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。 

本件につきましては、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２６年

法律第３４号）の施行に伴い、清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

るものでございます。 

法律改正の主な概要は、人事評価制度導入等による人事管理と、再就職した元職員による、依頼

等の規制導入等により、退職管理の適正を確保するための措置を講ずることとしているものであり

ます。 

それでは、別冊の審議資料２２ページをお開きください。改正後の条例にて説明いたします。 

報告事項に関する第３条中、第１号の次に、第２号として「職員の人事評価の状況」を加え、   

第６号の次に、第７号として「職員の退職管理状況」を加えるものであります。また、第８号中「及

び勤務成績の評定」を削るものであります。 

 附則につきましては、「施行期日」を定めるものであります。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第６号 清里町人事行政の運営等の状況の公表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。 
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●日程第１３  議案第７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 議案第７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） 

 只今上程されました、議案第７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

る条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２６年

法律第３４号）の施行に伴い、改正を行うものでございます。次のページをお開きください。 

地方公務員法の改正において、関係条項が一項繰り上がったため、目的に関する第１条中、「第

２４条第６項」を「第２４条第５項」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」を定めるものであります。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第７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１４  議案第８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 議案第８号 清里町基金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。 
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○総務課長（澤本正弘君） 

 只今上程されました、議案第８号 清里町基金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。 

本件につきましては、未来を担う子どもたちの健全育成と、子育て世代の負担軽減などを図るた

め、ふるさと事業基金の一部組換と、太陽光発電の売電収入による子ども子育て基金を創設するた

めに、清里町基金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２４ページ

をお開きください。 

基金の種類に関する第２条の別表中、基金の種類項の「地域福祉基金」の次に、「子ども子育て

基金」を加え、所属会計は「一般会計」、基金積立の目的は、「子ども子育て事業基金」とするも

のであります。 

 附則につきましては、「施行期日」「経過措置」を定めるものであります。 

以上で、提案理由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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第８号 清里町基金条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決

されました。 

 

●日程第１５  議案第９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１５ 議案第９号 清里町公園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。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第９号 清里町公園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。 

今回の法改正は、神の子池周辺用地につきまして、現在網走南部森林管理署と国有林野貸付契約

を行っており、本年３月３１日で期間の満了となりますので、引き続き貸付契約を行うために必要
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となりましたので、神の子池を公園と位置づけし追加するものであります。それでは、別冊の審議

資料の２５ページをお開きください。第２条中、表の子ども広場の次に名称、神の子池。位置は、

清里町字清泉１０１６林班チハ二小班及び１０１７林班コ小班を追加するものです。附則は施行期

日を定めるものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第９号 清里町公園条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決

されました。 

 

●日程第１６  議案第１０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 議案第１０号 清里町税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今上程されました、議案第１０号 清里町税条例等の一部を改正する条例につきまして、提

案理由の説明を申し上げます。 

今回の条例改正に先立ち、平成２７年第８回清里町議会定例会において申告書等の各様式に個人

番号又は法人番号を記載させるための条例改正につきまして、御審議のうえ可決をいただいたとこ

ろでございますが、平成２８年度与党税制改革大綱において、一部の手続における個人番号の取り

扱いについて見直す方針が示されたことを受け、平成２７年１２月２５日付けで、地方税法施行規

則の一部を改正する省令等の一部改正が行われたため、町民税の減免及び特別土地保有税の減免に

かかわる申請については、個人番号の記載を必要としない旨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新旧対照表によりご説明申し上げますので、審議資料の２６

ページをご覧ください。審議資料の左側の改正後の条例について説明申し上げます。第５１条は、

町民税の減免に関する条項であり、第２項第１号において、個人番号を記載する旨の条文を削除す
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るものでございます。第１３９条の３は、特別土地保有税の減免に関する条項であり、第２項第１

条において、個人番号を記載する旨の条文を削除するものであり、条文の削除に伴い、法人番号定

義する文言を追加す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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１０号 清里町税条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第１７  議案第１２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１７ 議案第１２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。 

 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 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。 

今回の条例改正は、条例第９条に規定する保険料の減免対象要件を拡大するものであります。第

９条第１項第４号の次に第５号として前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者を加

えるものです。この町長が特に必要と認める者、これについては行方不明で生死が不明な者、監獄

労役場等に拘禁されているものを想定しております。附則においては、改正条例の施行期日を２８

年４月１日とするものであります。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これ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１２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１２号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例については、原案のとお

り可決されました。 

 

●日程第１８  議案第１３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１８ 議案第１３号 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の一部を改正する条例から、日程第１９ 議案第１４号 清里町指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

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一部を改正する条例までの２件

について関連がありますので一括議題にしたいと思います。 

 これに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、日程第１８ 議案第１３号から日程第１９ 議案第１４号までの２件を一括議題と

することに決定しました。 

 ２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１３号 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の一部を改正する条例と議案第１４号 清里町指定地域密着型予防

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を改正する条例の提案理由をご説明申

し上げます。 

先に１３号、本件は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律の一部施行により、介護保険法等の関係法が改正され、指定居宅サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の交付に伴い、地域密着型通所介護の創設

に対応するため条例の一部を改正するものです。審議資料の２９ページ清里町指定地域密着型サー
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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の一部を改正する条例新旧対照表をお

開きください。 

目次の改正は、第３章の次に新たに規定する第３章の２、地域密着型通所介護を追加するもので

す。第１４条中の改正は、本条において規定するサービス担当者会議の定義を地域密着型通所介護

においても同様に規定するものです。改正前の６７条が削除され、５９条の６を準用することとな

ります。 

次のページを開きください。第１６条、第１７条の改正は、この条例において法とは、介護保険

法を指しますが、介護保険法の改正による条文の繰り下がりに対応する改正でございます。 

次のページをご覧ください。３１ページ、５９条の次に第３章の２として、地域密着型通所介護

についての規定を追加いたします。規定にあっては厚生省令居宅サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準に沿って規定をしております。第１節基本方針等では地域密着型通所介護事業の

基本方針の規定をしています。第２節人員に関する基準は、第５９条の３から第５９条の４にかけ

て、事業所に置くべき従業者の数を職種ごとに規定しております。 

次のページをお開きください。ここでは、生活相談員、看護師、介護職員等を規定してございま

す。 

次のページをご覧ください。ここでは、機能訓練指導員の人数、定員１０人以下の小規模事業の

人数等を規定しております。次の３４ページをお開き願います。第５９条の４では、管理者の配置

を規定しています。第３節設備備品に関する基準は、第５９条の５において必要な設備と広さなど

の基準備品について規定しております。 

次のページをご覧ください。第４節、運営に関する基準は、第５９条の６から第５９条の２０ま

で１５条にわたり、利用者の心身の状況などの把握、利用料の受領。３７ページをご覧ください。

介護の基本の取り扱い方針や具体的な取扱方針を規定しております。次のページをご覧ください。

３８ページになります。ここでは、介護計画の作成についての規定でございます。次のページをご

覧ください。３９ページでは、管理者の責務、事業所の重要事項にかかる運営規定の制定、勤務体

制などを規定しております。次のページをご覧ください。ここでは定員の遵守、災害対策、衛生管

理を規定してございます。次のページをご覧ください。地域との連携、事故発生時の対応を規定し

てございます。 

次のページをご覧ください。ここでは記録の整備を規定してございます。４３ページをご覧くだ

さい。第５９条の２０は、この第４節に規定する以外の運営に関する基準について、第２章第４節

に規定する運営に関する基準を準用する規定となっています。 

続いて、第５節指定療養通所介護の事業の基本方針、並びに人員、設備及び運営に関する基準で

すが、療養通所介護とは第５９条の２１にありますように難病等を有する重度要介護者または癌末

期のものであってサービス提供にあたり、常時看護師による観察が必要なものを対象とし、療養通

所介護計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護をその他の日常生活上の世話及び訓練を行うも

のでございます。これについて、第５節に第１款の趣旨及び基本方針から第２款、人員に関する基

準、第３款、設備に関する基準、第４款、運営に関する基準まで１８条にわたり厚生省令に沿って

規定をしております。 

５３ページをご覧ください。第６０条以降の改正はこのたびの追加規定と同様の規定を削除した

上で、新たな規定を準用するように改正を行うものでございます。６７ページをご覧ください。附

則は、施行期日を平成２８年４月１日からと定めるものでございます。 
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続きまして、議案にお戻りください。議案第１４号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一部を改正する条例の提案理由をご説明申し上げます。 

本件も指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の国

に伴い、厚生省令であります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が改正

されましたので当該条例の一部を改正するものです。 

審議資料の６８ページ、新旧対照表をお開きいただきます。第９条の改正は、この条例において

法とは介護保険法を指しますが、介護保険法の改正による条文の繰り下がりによる改正です。第３

９条は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の地域との連携を規定するものですが、改正前

の条例の第１項第２項を繰り下げ、新たに第１項として運営推進会議の設置とその会議の運営方法

を、第２項として会議の記録とその公表を規定するものです。さらに第５項として施設外の対象者

へのサービスの提供の努力義務を追加するものであります。 

第４０条につきまして、次のページをご覧ください。第４０条は文章の保存規定ですが、それに

先ほどの第３９条第２項に規定する記録を第６号として加えるものでございます。第６２条以降の

改正は、このたびの改正規定と同様の規定を削除した上で、この改正規定を準用するように改定す

るものでございます。７２ページをお開きください。附則は施行期日を平成２８年４月１日からと

定めるものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから２件の議案に対し、総括質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１３号 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の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 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。 



25 

 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１４号 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

準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

１１時５分まで休憩とします。 

休憩 午前１０時５４分 

再開 午前１１時０５分 

 

 

●日程第２０  議案第１５号 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第２０ 議案第１５号 行政不服審査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。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 只今上程されました、議案第１５号 行政不服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。 

本件につきましては、「行政不服審査法」及び「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律」並びに「行政手続法の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係８条例の一部を改

正するものでございます。国において、国民が行政処分により不利益を受けた場合に行政に不服を

申し立てる制度において、公平性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の拡充・拡大の観点

から、制定後５０年ぶりに抜本的な見直しを行ったところであります。 

今回の主な改正内容は３点ございまして、１点目は、公平性の向上を図るために、審査請求人と

処分庁の両者の主張を公正な審理を行うために、処分に関与しない審理員による審理手続きと、有

識者からなる第三者機関による裁決の点検であります。 

２点目は、使いやすさの向上を図るために、不服申し立て期間を６０日から３か月に延長し、「異

議申し立て」手続きを廃止して「審査請求」に一元化するものであります。 

３点目は、国民の救済手続きの拡充・拡大を図るために、法律の要件に適合しない、行政指導を

受けたと思う場合に中止等を求めることができる事などを、法律上の手続きとして位置付けるもの

であります。 

 それでは、次ページをお開きください。先ほど、ご説明いたしました３点の改正内容により、関

係８条例の一部を改正するものであり、条・項・号の追加、及び改正などを行うものであります。 

第１条につきましては、「清里町情報公開条例の一部改正」第２条は、「清里町個人情報保護条

例の一部改正」次のページをご覧ください。 
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第３条は、「清里町行政手続き条例の一部改正」第４条は、「清里町人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例の一部改正」第５条は、「町職員の給与に関する条例の一部改正」 

次のページをお開きください。 

第６条は、「清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部改正」、第７条は、

「固定資産評価審査委員会条例の一部改正」、次のページをご覧ください。 

第８条は、「清里町手数料徴収条例の一部改正」であり、手数料の種類及び金額に関する第２条

の別表に、行政不服審査法に規定されている書面・書類などの金額を、第３６項の次に第３７項か

ら４０項までの４項を加えるものであります。次のページをお開きください。 

附則につきましては、「施行期日」「経過措置」について、定めるものでございます。 

なお、詳細につきましては、審議資料７３ページから７９ページの条例新旧対照表を、ご参照い

ただきたいと存じます。 

以上で、提案理由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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１５号 行政不服審査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２１ 議案第１６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２１ 議案第１６号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の策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。総務課参与。 

 

○総務課参与(本松昭仁君） 

 ただいま上程されました、議案第１６号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の策定について提

案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、過疎地域自立促進特別措置法の延長に伴い、

同法第６条第１項の規定により、平成２８年度より５ヶ年間の清里町過疎地域自立促進市町村計画
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を策定するものでございます。それでは、別冊の清里町過疎地域自立促進市町村計画書をご覧くだ

さい。 

目次の次のページ、１ページから７ページには、基本的事項である清里町の概要、人口及び産業

の動向、町財政の状況、地域の自立促進の基本方針、計画期間を載せてございます。８ページから

は、産業の振興。１６ページからは、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進。２１ペ

ージからは、生活環境の整備２４ページからは高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進。２６ペー

ジからは医療の確保。２８ページからは教育の振興。３３ページは地域文化の振興と３４ページか

らは集落の整備。３６ページは、その他地域の自立促進に関し、必要な事項を載せ、それぞれ現況

と問題点その対策を事業計画により整理をしているところでございます。また、３７ページからは

過疎地域自立促進特別事業分の事業計画を掲載しているところでございます。 

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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１６号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の策定については、原案のとお

り可決されました。 

 

●日程第２２  議案第１７号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第２２ 議案第１７号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第５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（澤本正弘君） 

 只今上程されました、議案第１７号 平成２７年度 清里町一般会計補正予算（第５号）につい

て、提案理由のご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、歳入歳出にそれぞれ２億６千４７７万２千円

を追加し、予算の総額を４９億９７５万２千円とするものであります。 



28 

第１条第２項につきましては、後程、事項別明細書により、ご説明申し上げます。 

第２条の「継続費の補正」、第３条の「繰越明許費」、第４条の「債務負担行為の補正」、第５

条の「地方債の補正」につきましては、議案書を５枚お開きいただきたいと存じます。 

第２表継続費の補正につきましては、総事業費、年割額がそれぞれ確定しましたので、変更する

ものであります。次のページをご覧ください。 

第３表繰越明許費につきましては、２款総務費、２項総務管理費「自治体情報セキュリティ強化

対策事業」６千７０３万４千円、３款民生費、１項社会福祉費「年金生活者等支援臨時福祉給付金

給付事業」１千８４８万７千円につきましては、今般の国の補正予算によるものであり、翌年度に

繰越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につき

まして、除雪専用車（トラック）修繕に要する費用に係る追加であり、限度額を５億３千７２万９

千円に変更するものでございます。次のページをご覧ください。 

第５表地方債の補正につきましては、１の追加では、地方公共団体情報セキュリティ強化対策事

業債として、５３０万円を追加するものであり、２の変更につきまして、交流活動施設整備事業債

から消防債までの５事業において、事業費の確定に伴い、それぞれ限度額を変更するものでありま

す。５事業の総額で２千６５０万円増額するものでございます。 

今回の補正につきましては、歳入では町税の賦課額確定による補正及び特定財源並びに一般財源

の確定による補正とともに、各事業財源及び町債の調整を行うものであります。 

歳出につきましては、実行予算に基づく事業費の精算、物件費等の不用額の減額、また、ふるさ

と事業基金の一部繰り入れによる、「子ども子育て基金」の創設と及び、林野基金・公共施設整備

基金への積立を行ってまいります。 

さらには、国の平成２７年度補正による追加的事業の増額補正を行うものでございます。 

なお、特別交付税など、歳入の未確定のものや、今後執行する事業の歳入歳出の確定処理が伴うも

のは、必要に応じ、３月末をもって専決処分の措置をさせていただきますので、ご理解をいただき

たいと存じます。 

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、今回補正提案させていただく主な事業などの内容について、ご説明申し上げますので、

別冊の審議資料を、ご用意ください。 

審議資料の８０ページをお開き下さい。 

 それでは、補正予算の主な事業についてご説明いたします。 

 なお、補正額内の上段の（ ）内の数字は、補正後の当該事業の予算総額であり、財源につきま

しては、資料に記載いたしておりますので、特異的なもの以外は、説明を省略させていただきます。 

２款総務費、一般管理費「自治体情報セキュリティ強化対策事業」につきましては、国の平成２

７年度補正予算に伴うものであり、マイナンバー情報提供ネットワークシステムの情報連携の稼働

に向けて、セキュリティの強化などを図るものであり、事業費６千７０３万４千円を計上するもの

であります。 

 財源内訳の国庫支出金は、地方公共団体情報セキュリティ強化対策補助金、町債は、地方公共団

体セキュリティ強化対策事業債でございます。 

 なお、本事業につきましては、繰越事業となります。 

 基金管理運用事業につきましては、今後の公共施設等の整備及び修繕等に備え「公共施設整備基
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金」へ１億５千万円の積立てと、立木売払収入の確定に伴い「林野基金積立」及び「ふるさと事業

基金」への積立、介護老人保健施設介護報酬収入の減に伴う「減債基金積立金」の減額、並びに、

ふるさと事業基金の一部繰り入れによる「子ども子育て基金」への積立、さらには、ふるさと納税

分などの「ふるさと事業基金」などへの積立を行うものであり、３億４千８２０万３千円を補正す

るものであります。 

３款民生費、障害者自立支援費「障害者生活支援事業」につきましては、各支援事業の利用者見

込数の変動に伴い、各給付費をそれぞれ増減補正するものであり、総額で１千２０８万７千円を減

額するものであります。老人福祉費「年金生活者等支援臨時福祉給付金事業」につきましては、国

の平成２７年度補正に基づき、低所得の高齢者などを支援するために実施するものであり、事務費

として５４万７千円、給付金として１千７９４万円、合計１千８４８万７千円を補正するものであ

ります。財源内訳の国庫支出金は、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業補助金でございます。 

 次のページをご覧ください。 

４款衛生費、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、納付負担金の確

定に伴い、１千５４９万３千円を減額するものでございます。 

７款土木費「道路等整備事業」につきましては、事業実績に伴い測量業務委託料及び工事請負費

の減額と、除雪専用車（トラック）修繕に要する費用１１１万２千円を、道路橋梁及び河川指定管

理業務委託料に増額するものであり、総額で５６５万６千円を減額するものでございます。 

「道路新設改良事業」につきましても、事業実績に伴い、委託料及び工事請負費合計４千５６６

万６千円減額するものでございます。 

９款教育費、教育諸費の「清里高等学校総合支援対策事業費補助」につきましては、平成２８年

４月、清里高校へ入学する者に対する入学支度金を本年度支給するために、必要な経費を補正する

ものであり、平成２７年度執行残を鑑み、１３０万円を増額するものであります。 

それでは、続いて事項別明細書により、款項区分による補正予算の内容につきまして、ご説明申

し上げますので、別冊の「補正予算に関する説明書」をご用意いただきたいと存じます。 

１３ページをお開きください。 

歳出よりご説明申し上げますが、審議資料においてご説明申し上げました事業につきましては、

説明を省略させていただき、特異的な事項のみ、ご説明申し上げますので、ご了解をいただきたい

と存じます。また、特定財源の内訳につきましても、詳細費目が記載されておりますので、省略さ

せていただきます。 

 なお、説明につきましては、慣例により、目ごとの説明とさせていただきます。 

１款議会費、１目議会費につきましては、不用額の減額であり、２款総務費、１項給与費、１目

職員給与費につきましては、国・道支出金の確定に伴い、財源振替を行うものであります。 

１４ページをご覧ください。２項総務管理費、１目一般管理費につきましては、社会保障・税番

号制度導入に伴う各負担金の確定と、先に審議資料にてご説明いたしました自治体情報セキュリテ

ィ強化対策事業により、合計６千７１１万５千円を補正計上するものであります。 

２目財産管理費につきましては、審議資料にてご説明いたしましたので省略させていただきます。 

１５ページの３目地籍管理費から８目町有林管理費につきましては、不用額及び入札執行残の減

額補正であります。 

１６ページをお開きください。１４目総合庁舎管理費１３２万６千円につきましては、事務事業

実績に伴い、印刷機借上料として２５万円及び庁舎案内パネルの器具購入費として２００万円を増
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額補正し、庁舎照明器具取替工事の入札執行残を減額するものであります。１５目行政情報システ

ム管理費につきましては、財源振替を行うものであります。３項開発促進費、１目企画振興費につ

きましては、事務事業執行に伴い不足する印刷製本費１４万５千円の増額と交流活動施設整備事業

に係わる、委託料・工事請負費の入札執行残を減額するものであり、合計３８９万５千円を減額す

るものでございます。 

 １７ページの４項庭園のまちづくり事業費、２目花と緑と交流のまちづくり事業費１千６７万３

千円の減額につきましては、国の地方創生先行型交付金を活用して、平成２６年度繰越事業として

実施した事業及び不用額を減額するものであります。 

１９ページをご覧ください。５項徴税費、１目徴税費及び６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登

録費につきましては財源振替であり、８項統計調査費、１目各種統計調査費につきましては、不用

額１４万５千円を減額するものであります。 

２０ページをお開きください。３款民生費、１目社会福祉総務費２４４万８千円の減額につきま

しては、臨時福祉給付金申請者の減による臨時福祉給付金の減額が主な要因であります。 

２目障害者自立支援費につきましては、先に審議資料にてご説明いたしましたので省略させてい

ただきます。 

２１ページの３目福祉サービス事業費５０万円の減額につきましては、入院・入所などによる利

用者数の減に伴い、送迎サービス事業委託料の６０万円減額と福祉入浴利用者の増による福祉入浴

事業経費補助を１０万円増額するものであります。 

２２ページをお開きください。４目老人福祉費につきましては、老健きよさと運営費委託料の実

績見込みにより、老健きよさと運営事業費１５７万１千円の減、介護給付費の増及びシステム改修

に伴い、介護保険事業特別会計繰出事業費１５６万９千円の増及び入札執行残として、ケアハウス

建設事業費３０２万８千円の減、並びに先に審議資料にてご説明いたしました年金生活者等支援臨

時福祉給付金給付事業として１千８４８万７千円計上するものであり、合計１千５４５万７千円増

額補正するものであります。５目国民年金事務費につきましては不用額による減、２３ページの１

目児童母子福祉費３７０万５千円の減額は、児童手当支給実績の減によるものであり、２目保育所

費は、ストーブ給排気筒修繕に要する費用を補正するものであります。３目子育て支援センター費、

４款衛生費、１目保健衛生総務費につきましては、財源振替をするものであります。 

２４ページをお開きください。２目予防費３００万円の減額につきましては、各種検診及び予防

接種等の実績減によるものであります。３目各種医療対策費１千８７５万１千円の減額につきまし

ても、各種医療費扶助の実績減によるものと、審議資料にてご説明いたしました、後期高齢者医療

療養給付費事業の減額によるものであります。４目環境衛生費につきましては、農業集落排水事業

特別会計繰出金１３７万４千円の減額であり、５目保健福祉総合センター費３９３万５千円の減額

は、不用額及び入札執行残によるものであります。２項清掃費、１目清掃事業６３２万８千円の減

額につきましても、入札執行残によるものであります。 

２６ページをお開きください。５款農林水産費、１目農業委員会費につきましては、財源振替を

するものであり、２目農業振興費から５目道営整備事業費までは、事業確定による減額及び増額補

正するものであります。７目札弦地域資源活用交流促進施設費につきましては、調理室等の修繕及

び椅子購入費用の 合計５８万円を補正するものであります。 

２８ページをお開きください。１目林業振興費につきましては、対象就労人員の増に伴い、１６

万円の増額補正と２目自然保護対策費につきましては、実績による減額補正であります。 
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６款商工費、１目商工振興費９４０万円の減額補正につきましては、国の地域消費喚起・生活支

援型交付金を活用して、平成２６年度繰越事業として実施した商工振興対策事業費の減額と各補助

金の実績による増額及び減額をするものであります。２目観光振興費については、不用額の減額で

あり、３目オートキャンプ場費につきましては、財源振替えするものであります。 

７款土木費、１目道路橋梁費、２目道路新設改良費につきましては、先に審議資料にてご説明い

たしましたので、省略させていただきます。 

３０ページをお開きください。３項住宅費、１目住宅管理費につきましては、実績により３９０

万円減額するものであり、２目住宅建設費２３６万円の減額は、入札執行残によるものであります。 

８款消防費、１目消防費につきましては、緊急通信受付指令設備事業の入札執行残が主な要因で

あります。 

９款教育費、１目教育委員会費につきましては、事業実績に伴い、通信運搬費６万円の増額であ

り、２目教育諸費２００万円の増額補正につきましては、国補助基準の改正に伴う幼稚園就園奨励

費補助の７０万円増額と先に審議資料にてご説明いたしました、清里高等学校総合支援対策事業費

補助１３０万円の増額によるものであります。 

３２ページをお開きください。２項小学校費、１目学校管理費から、４項社会教育費、３目生涯

学習総合センター費までは事業実績による増額と不用額による減額をするものであります。５項保

健体育費、１目保健体育総務費は財源振替であり、２目トレーニングセンター費から５目学校給食

センター費までは、事業実績による不用額と入札執行残によるものであります。 

３４ページをお開きください。 

１０款公債費、１目元金、２目利子につきましては、元金償還金及び地方債利子の確定に伴い、

それぞれ増額及び減額をするものであります。 

それでは、歳入につきましては、総括でご説明いたしますので、１ページにお戻りください。 

 先の審議資料における説明及び事項別明細書の歳出における特定財源内訳においても、詳細費目

が記載されておりますので、総括表で、概要のみご説明申し上げます。 

 一般財源の補正額は、１款町税、９款地方交付税、１６款繰入金であり、総額３億５０９万８千

円の増額補正であります。 

特定財源につきましては、１１款分担金及び負担金が１０６万９千円の増、１２款使用料及び手

数料が２４万１千円の減、１３款国庫支出金が１千３８５万５千円の減、１４款道支出金が１千７

５７万３千円の減、１５款財産収入が３７９万５千円の減、１８款諸収入が３千９８８万１千円の

減、１９款町債が３千１８０万円の増、２０款寄附金が２１５万円の増であり、特定財源総額で４

千３２万６千円の減額補正であります。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

今総務課長のほうから、平成２７年度の補正予算の説明があったんですけど、補正予算に関する

説明書の１１ページ。諸収入に関して介護報酬収入が３千８３９万５千円の減額というふうになっ

ております。このことによりまして基金の積立金が２千１６５万６千円入れられない状況であった。
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これはどういった理由で減額になったのか。お聞かせいただきたい。たしかこの分野は保健福祉だ

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

○９番（田中誠君） 

 課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただいま御質問のありました諸収入の介護報酬収入。これにつきましては、介護老人保健施設の

介護報酬収入を全額受け入れているものです。老健きよさとの経理につきましては、民生費への委

託料で運営していただき、介護保険収入、その他デイケア食事代あるいは、冷蔵庫、テレビなどそ

の他の収入については諸収入の雑入の雑入で受け、収入は一切町の方で受け入れるという経理にな

ってございます。この３千８３９万７千円の減額につきましては、老健きよさとの稼働率の低下に

よるものについては入院者が大きく出まして、介護老人保健施設は入院すると同時に介護報酬をい

ただくことは出来なくなります。利用者さんが入院をすれば、退院時期は見込める状況ではないわ

けですが、治療が終わって、在宅へ戻るということは一般的に期待できなくて老健きよさとに、ま

た受け入れられる体制をとって待たなければならんと言うことで大きく収入が落ち込んでしまった。

それから、平成２７年度より介護保険の報酬が改定になってございます。減額改定になった。これ

も原因の１つであります。更には老健きよさとには管理栄養士を配置してございますが管理栄養士

の方が休業しているということもございまして、管理栄養士につきましては栄養の管理による加算

をして報酬を受けるという形になっておりますが、管理栄養士ではないということで栄養士は確保

しておりますが、その加算が減ったことがございまして、歳入の減額ついては財産管理費でありま

すところの基金運用事業の積立金の減額ということになってございます。 

 

○９番（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

こういったことで減額になりますと、当然基金の繰入は苦しくなっていくのが当然でありますけ

ど、２８年度に向けてこういった改善に向けてどういった計画を持って進めていこうとしているの

かをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 

○９番（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 現状につきましても稼働率の向上というところで努めて努力してまいっております。３月１日現

在では入所は６８、ショートステイが３、合わせて７１ということで回復してございます。そう言

いながら７１であっても、入院が２というところでありますけども、入院については、致し方ない

かなと思いますけれども、医療施設でもあります老健でなるべく手厚く療養するということで稼働

率の向上を図ってまいりたいというふうに考えております。２８年度に向かいましても改善が見込
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めるものというふうに考えておりますので、ご理解たまりたいと思います。 

 

○９番（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 保健施設だけでなく、我が町に清楽園もありますけども、この待機者が両方合わせると百数十名

おります。やっぱり１日でも早くこういった施設に入りたいと願っている方も数多くいるという現

実でありますので、極力そういった数が減少にならないよう常に満床になるように努力をしていっ

ていただきたいというふうに思います。 

 

○９番（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 議員御指摘のとおり稼働率の向上に努め、待機していただいている方は１日も早く施設を入所し

ていただけるように職員を上げまして健全経営に努めてまいりたいと思いますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。 

 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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１７号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第５号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

 

●日程第２３  議案第１８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２３ 議案第１８号 平成２７年度清里町介護保険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。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１８号 平成２７年度清里町介護保険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項の記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ８９９万９千円を減額し、予

算総額を４億３千５５１万３千とするものであります。第２項につきましては別冊の補正予算に関

する説明書により説明申し上げます。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。 

今回の補正は、介護保険制度などの改正に伴うコンピューターシステム改修費の財源変更と各介

護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の

増減に伴う財源調整を行うものであります。 

歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費はコンピューターシステム改修費の国庫補

助金の補助基準額が実事業費から自治体の人口規模へと変更になったことによる不足額を事務費繰

入金に振りかえるものです。第３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費６万５千円の増額は、

新規認定者の増加に伴う負担金の増額によるものです。２款保険給付費以降は、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目居宅介護介護サービス給付費７０４万２千円の減額補正は、居宅介護サービス給付費を実績に

より見込み減額するものでございます。３９ページをご覧ください。２目地域密着型介護サービス

給付費１００万円の増額補正は、地域密着型施設系サービス利用者の増加を見込んだものでありま

す。３目施設介護サービス給付費２００万円の減額補正は、施設サービス給付の減少によるもので

あります。４目審査支払手数料２万５千円の増額補正は、介護給付費の審査の増加を見込むもので

あります。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

事業費は介護予防事業に係る執行残、１３万８千円を減額するものです。２目総合事業精算金は、

住所地特例対象者の総合事業提供を実績により減額するものでございます。次の２項包括的支援事

業費任意事業、２目任意事業費は成年後見制度の利用者が見込まれないので４８万６千円を減額す

るものです。 

歳入につきましては総括でご説明申し上げます。３５ページに戻りください。 

歳入、１款介護保険料が一般財源で、３款から７款繰入金までがすべて特定財源で歳出の補正額

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入金、基金の支消など

が生ずる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、御理解をいた

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（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 
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 これから、議案第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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１８号 平成２７年度清里町介護保険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２４  議案第１９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２４ 議案第１９号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第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。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今上程されました、議案第１９号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第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２項に記載のとおり歳入、歳出それぞれ７０万１千円を減額し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億９千９６２万３千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、別冊の事項別説明書により後ほどご説明申し上げます。今回の補正は、国道の支出金、前

期高齢者交付金等の確定、並びに保険給付費、介護納付金等の実績に基づき、歳入歳出において所

要の補正を行うとともに財源振りかえ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、事項別説明書の黄色い仕切り部分、４３ページをお開

きください。特定財源等の御説明につきましては、補正額の財源内訳の欄の下段に記載してござい

ますので省略させていただきます。それでは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、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、国保連国

保連合会負担金及び国保ネットワーク運営負担金の執行残合計２９万４千円を減額するものでござ

います。２目徴税費においては、普通旅費７千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目一般保険者療養給付費及び４４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により、一般被保険者療養給付費で４５０万円、

一般被保険者高額療養費で１００万円を増額するものでございます。６款介護納付金、１項介護納

付金、２目介護納付金につきましては、事業の確定に伴い、４３９万８千円を減額するものでござ

います。７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金につきましては、国道支出金の高額医療費共同

事業負担金の額が確定したことにより、財源を一般財源に振りかえるものでございます。４４ペー

ジから４５ページをご覧ください。８款保健事業費、１目特定健康保険審査事業費につきましては、

特定健診受診者の確定等により報奨金を４万円、検診委託料１９１万円、合計１９５万円を減額す

るものでございます。第２項保健事業費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を実績により４４万８千円を増額す

るものでございます。 
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歳入につきましては総括表でご説明いたしますので、４１ページにお戻りください。３款国庫支

出金、５款前期高齢者交付金６款道支出金及び１１款諸収入のうち特定検診徴収金については特定

財源であり、合計７１万２千円の減、１１款諸収入のうち療養費等一部負担金１万１千円の増は一

般財源であり合計７０万１千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

いただききますことに御理解を賜りたいと存じます。 

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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１９号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり可決されました。 

ここで、昼食のため１時まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時００分 

 

 

●日程第２５  議案第２０号 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第２５ 議案第２０号 平成２７年度清里町簡易水道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。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２７年度清里町簡易水道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。 
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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１００万円を減額し、

予算総額をそれぞれ６千３５万７千円とするものです。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いて御説明いたしますので、

別冊の説明資料、水色の仕切り簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書４９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２８万５千円の

減額につきましては、１３節委託料の請残及び２７節公課費消費税額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１目施設整備費、２７万２千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、１目積立金４

４万３千円の減額につきましては、今回の補正による一般財源の余剰分を簡易水道施設整備基金に

積立てる金額の調整となっております。 

次に歳入についてご説明いたしますので、４７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款使用料及び手数料１００万円の減額は、現年度分水道使用料でありま

す。 

以上提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２０号 平成２７年度清里町簡易水道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２６  議案第２１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２６ 議案第２１号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 
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 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２７年度清里町農業集落排水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３０万円を減額し、

予算総額をそれぞれ９千９２３万６千円とするものです。第２項につきましては後程事項別明細書

で御説明申し上げます。 

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きましてご説明いたしますので、別冊の説明資料、

紫色の仕切り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５３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９万９千円の減

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、１２万

６千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。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７万５千円の減額につきましては、委託料の請負残

を減額するものであり、特定財源のその他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款公債費、１項公債費、２目利子につきましては、財源の振りかえ措置となっており、特

定財源１３７万４千円の減額は、一般会計繰入金であります。 

次に歳入について御説明をしますので、５１ページにお戻りください。歳入について総括でご説

明いたします。２款分担金及び負担金、２款使用料及び手数料４款繰入金の減額につきましては、

歳出の中でご説明申し上げましたとおりに、６款諸収入１３８万１千円の増額は、札弦クリーンセ

ンターの施設修繕の財源とした公有物件災害共済金となっております。 

以上、提案理由説明を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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２１号 平成２７年度清里町農業集落排水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。 
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●日程第２７  議案第２２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２７ 議案第２２号 平成２７年度清里町焼酎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。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第２２号 平成２７年度清里町焼酎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３１３万１千円を追加し、予算の総

額を１億２千６１０万３千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町焼

酎事業特別会計事項別明細書により、御説明申し上げます。 

今回の補正は、焼酎事業決算見込みによります歳入歳出予算の補正を行うものであります。それ

では歳出から御説明いたしますので別冊の補正予算に関する説明書の焼酎事業特別会計の事項別明

細書５７ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の増額は職員給

与費で６４万９千円の減額、焼酎販売事務費、販売量の増加に伴います酒税等で３２２万５千円の

増額。施設維持管理費管理事務費で６万８千円の増額。車両管理費で１千円を減額し、差し引き２

６４万３千円を増額補正するものであります。特定財源その他４８万１千円につきましては、一般

会計からの繰入金であります。５８ページをお開きください。２款製造費、１項製造管理費、１目

醸造費の増額は、臨時職員雇用事業費の賃金等で２５２万３千円を減額、焼酎醸造事業費で焼酎の

製造にかかります資材購入消耗品等として３０１万１千円を増額し、差し引きで４８万８千円を増

額補正するものであります。 

次に、歳入について説明をいたしますので、５５ページに戻りください。歳入につきましては総

括表で説明します。１款財産収入につきましては、財産売払い収入一般財源であります。３５３万

４千円の増額、２款繰入金につきましては、特定財源で一般会計繰入金であります。４８万１千円

を減額、４款諸収入につきましては、雑入で一般財源７万８千円を増額し、合計で３１３万１千円

増額補正するものであります。 

今後財産売払い収入の確定によりまして、３月末をもって専決処分させていただきますことをご

理解賜りたいと思います。 

以上で説明終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

  

○７番（加藤健次君） 

 ５８ページの焼酎醸造事業費の中の消耗品２７５万とあるが、大まかなものについてだけ御説明

願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 
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○産業課長（二瓶正規君） 

 焼酎の事業費の消耗品の関係でございますが、この分につきましては焼酎のミニセット小瓶の部

分が在庫不足になっておりますので、この追加分が大半ということになってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 予算の説明に当たってはそれが大半だという説明でなく、何個でいくらと説明するのが妥当かと。

もう一度よろしくお願いいたします。 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 細かい資料ちょっと私の手元に持ってきてございません。後ほど報告させていただきたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時１３分 

再開 午後 １時１５分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 消耗品、瓶の本数として総体で１万３千本の不足分ということで、このミニボトルの分でござい

ますが、これで２５０万ほど。その他にシール等の部分が細かい部分はありませんがそれの不足分

という形でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで質疑を終わります。 

 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） 
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○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２２号 平成２７年度清里町焼酎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２８ 議案第１１号 ～ 日程第３５ 議案第２９号 

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第２８ 議案第１１号 清里町税等の優良納付者の権利と義務に関す

る措置条例の一部を変更する条例から、日程第３５ 議案第２９号 平成２８年度清里町焼酎事業

特別会計予算まで、都合８件を一括議題とします。 

   

 

●日程第３６ 町政執行方針 ～ 日程第３７ 教育行政執行方針 

○議長（田中誠君） 

 日程第３６ 平成２８年度町政執行方針並びに、日程第３７ 平成２８年度教育行政執行方針に

ついて、一括して説明を求めます。 

 最初に、平成２８年度町政執行方針について、説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ～町政執行方針朗読～ 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、平成２８年度教育行政執行方針について、説明を求めます。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

～教育行政執行方針朗読～ 

 

○議長（田中誠君） 

 これより、平成２８年度町政執行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（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 次に、平成２８年度教育行政執行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（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、平成２８年度町政執行方針並びに平成２８年度教育行政執行方針を終わります。 
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●議案第１１号  

○議長（田中誠君） 

 すでに上程されております、議案第１１号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措

置条例の一部を変更する条例を議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 議案第１１号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を変更する条例

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） 

 只今上程されました、議案第１１号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例

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。 

本件につきましては、行政サービス等受給対象となる方の納税納入義務を明確にし、公平性を確

保するため、制限する適用事業を追加するために、清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関す

る措置条例の一部を改正するものでございます。それでは、次ページをお開きください。 

適用範囲に関する第３条に関する、別表第２中第２６項の次に、第２７項「清里町民間賃貸住宅

建設促進事業に関すること」、第２８項「清里町若者・若者世帯居住推進家賃補助事業に関するこ

と」、第２９項「清里町若者雇用拡大奨励金事業に関すること」、第３０項「清里町出産祝い金支

給事業に関すること」、第３１項「清里町不妊治療助成事業に関すること」、第３２項「清里町地

域経済活性化（住宅改修等）事業に関すること」の６項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」を定めるものであります。 

以上で、提案理由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。 

 ここで、２時３０分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

再開 午後 ２時３０分 

 

 

●議案第２３号 ～ 議案第２９号 提案説明 

○議長（田中誠君） 

 既に上程されております、議案第２３号 平成２８年度清里町一般会計予算から議案第２９号 

平成２８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２３号 平成２８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（澤本正弘君） 

既に上程されております、議案第２３号 平成２８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。 

始めに、平成２８年度清里町予算書により説明いたしますので、ご用意をお願いいたします。 

 ５ページの本文についてご説明申し上げます。ページ数につきましては、右側の上下段に記載さ

れております。平成２８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

出それぞれ４９億９００万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、ご説明申し上げます。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

めのより最高額を５億円と定めるものであります。 

それでは予算書の１１ページをお開き下さい。第２表の「地方債」につきましては、起債の目的・

限度額等を定めるものであり、起債件数は、臨時財政対策債以下１１件、総額６億５千９４０万円

となります。 

次に審議資料により、各会計の予算総括についてご説明いたしますので、別冊審議資料の表紙を

１枚お開き下さい。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、６５億３千２３１

万７円であり、前年度当初予算との比較９億２千４６０万９千円の増、対前年度比１１６．５％と

なってございます。一般会計につきましては、前年度は統一地方選挙に伴い、骨格予算として編成

していましたので、大幅な増となっており、前年度比較８億８千８００万円の増、対前年度比１２

２．１％となってございます。 

特別会計においては、介護保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療特別会計つきまして

は、保険給付等実績から予算計上を行っております。簡易水道事業特別会計においては、第１・第

２簡易水道の事業統合に向けた準備諸費用が主たる要因となり、増額の予算計上となっております。

農業集落排水事業特別会計においては、起債償還額の減が主たる、要因であります。焼酎事業特別

会計におきましては、資材費・公課費などの増により、前年度比較２千５３０万９千円の増、対前

年度比１２７．２％となってございます。 

ピンクの表紙「一般会計」の１ページをお開き下さい。予算歳入を款別に依存財源と自主財源に

分けて、増減の主な要因をご説明いたします。地方譲与税から地方特例交付金までにつきましては、

過去の実績等を勘案し、それぞれ予算計上を行っております。地方交付税につきましては、本町の

基準財政需要額から町税などの基準財政額を控除した見込み額と過去の交付実績を勘案して、前年

度比２億２千１百万円増額の２３億８千８百万円で予算計上をしております。交通安全対策特別交

付金については、前年同額の予算計上、国及び道支出金につきましては、補助事業等の当初予算計

上により、前年より、国庫支出金では、１億１２２万円、道支出金では、６千６０５万８千円増額

の予算計上をしております。町債につきましても、大型事業等の当初予算計上により、前年度比３

億２千５３０万円増の６億５千９４０万円の予算計上であります。 

次に、自主財源であります。町税につきましては、農業所得の堅調な推移などを考慮して、町税

全体としては、前年より、６５０万円増の４億３千１０万１千円で予算計上しております。分担金

及び負担金の増額の主な要因は、保育料及び学童保育料負担金によるものであり、３千６５３万８

千円の予算計上となっております。使用料及び手数料につきましては、概ね前年度同額の予算計上

であり、財産収入につきましては、立木売払収入の減が主な要因であり、前年より７５１万８千円

減の９５８万円の予算計上となっております。繰入金につきましては、公共施設の長寿命化を図る
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ための施設整備等事業及び、子ども子育て等の支援事業を推進するために、「公共施設整備基金」並

びに「子ども子育て基金」からの繰り入れが主な要因であり、前年度比１億４千９１２万５千円増

の１億５千６６９万１千円の 

予算計上となっております。繰越金は前年度同額であり、諸収入につきましては、介護報酬収入の

減が主な要因であり、４億３７７万７千円の予算計上となっております。 

２ページをお開きください。歳出について、款別でご説明申し上げます。 

議会費につきましては、大きな増減はなく、概ね前年同額の予算計上となっております。総務費

につきましては、旧レストハウスであります「きよさと情報交流施設整備事業」及び、「総合計画後

期５カ年計画」並びに「ひと・まち・しごと創生総合戦略」を推進するために、総括的な新目「総

合戦略事業費」を設けたことにより、前年度比３億９千８１万２千円の増額計上であります。民生

費については、大きな増減はありませんが、介護保険事業特別会計繰出金及び保育施設等補修事業

が増額の要因であります。衛生費につきましては、保健福祉総合センターの非常用発電機設置事業

及び冷房設備更新事業が主な要因であり、前年度比６千７８５万５千円増の予算計上となっており

ます。農林水産業費については、道営事業における多面的機能支払交付金事業、林業振興における

地域企業支援事業などの当初予算計上及び、清里農協が実施する農業施設整備に対する補助が主な

要因であり、前年度比２億７千１９９万６千円増の予算計上となっております。商工費については、

店舗出店改修等事業補助の当初予算計上及び、緑清荘・緑温泉施設の改修事業が主な要因であり、

前年度比４千２３２万８千円増の予算計上となっております。土木費につきましては、道路橋梁維

持補修事業、橋梁の長寿命化を含む道路橋梁保全対策事業の増額及び、公営住宅建設並びに改修事

業の当初予算計上により、前年度比１億６千２８９万４千円増の予算計上となっております。消防

費については、大きな増減はありませんが、緊急通信受付指令設備整備事業終了が主な減額要因で

あります。教育費につきましては、町民プール外構整備事業終了が主な要因であり、前年度比１千

４１０万１千円減の予算計上となっております。公債費につきましては、元金及び利子の減により、

前年度比３千７５１万４千円の予算計上となっております。 

３ページをご覧ください。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と収入見

込み額との比較を記載しております。表の区分欄中ほどの列の比較をご覧下さい。表の区分欄、中

ほどの列の全体額では、当初予算比較において６５０万円の増であり、率にして１０１．５％であ

ります。町民税は、９１０万円増で、１０４．７％、固定資産税は、３２０万円減で、９８．３％、

軽自動車税は、３０万円増で、１０２．９％、たばこ税は前年同額、入湯税は３０万円増の１２１．

４％となっております。４ページをお開き下さい。現年分の個人町民税及び法人町民税の推計とな

っており、個人町民税については収納率９８．７％で計上しており、 右から３番目の欄の当初予

算額においては、１億９千万円とし、当初予算比較において ９７０万円の増であり、率にして１

０５．４％であります。下の表、法人町民税については、収納率１００％で計上しており、当初予

算計上額は１千１４０万円であり、前年対比６０万円の減となっております。 

５ページをご覧ください。現年固定資産税では、前年対比３００万円減の１億８千２００万円の

当初予算計上であり、減の要因は、償却資産の減価によるものであります。 

下段の固定資産税等所在地市町村交付金については、前年対比２０万円減の４３０万円としてお

ります。 

６ページをお開きください。性質別予算額調べにおいては、前年対比で増威の大きいもののみ説

明させていただきます。前年度は骨格予算編成であり、政策的予算につきましては、６月補正対応
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となっていたため、維持補修費、補助費等及び普通建設事業費、積立金において、前年対比大幅な

増となっております。維持補修費においては、公営住宅改修工事、緑清荘及び緑温泉改修工事の当

初予算計上並びに、橋梁長寿命化工事の増額が主な要因であります。補助費等については、各団体

補助の当初予算計上及び、清里農協が実施する農業施設整備に対する補助並びに、民間賃貸住宅建

設促進事業補助が主な要因であります。普通建設事業費においては、公営住宅建設工事の当初予算

計上、継続費であります情報交流施設整備事業、保健福祉総合センター非常用発電機設置事業及び、

冷房設備更新事業などが主な要因であります。積立金につきましては、奨学資金貸付基金積立金を

当初予算で計上したことが主な要因であります。その他の科目については、大きな増減はありませ

ん。物件費款別内訳につきましては、賃金につきましては、臨時保育士、小学校臨時教員などの雇

用に係る処遇改善が主な要因であります。旅費につきましては、町議会議員の道外研修に係る諸経

費が主な要因であり、備品購入費については、小中学校における情報端末機器購入の当初予算計上

が主な要因であります。 

次の７ページから８ページまでは、町税収入、地方交付税、基金残高、地方債償還額と借入額の

推移及び、地方債残高の状況をグラフで表示しておりますので、後ほどご参照いただきたいと存じ

ます。 

それでは、「一般会計主要事業調べ」について、１１ページからご説明いたします。なお、各事業

の財源内訳につきましては、国庫支出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ます。 

１１ページの２款総務費、１目自治振興費、道路防犯灯ＬＥＤ化事業につきましては、３年計画

の最終年であり、１６６基分の予算２千２３３万７千円計上するものであります。地域活動推進事

業交付金事業については、住民主体の地域づくり支援のため、運営及び事業支援交付金１千３５０

万円計上するものであります。 

１２ページをお開き下さい。８目町有林管理費、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、管理用林道整備・新植事業・下刈り事業・伐採事業などに１千５０５万円計上するも

のであります。なお、事業面積の減に伴い、新植事業では対前年比５１５万円、伐採事業で３２４

万円の減となっております。 

１３ページの１３目職員福利厚生費、職員住宅管理整備事業につきましては、職員住宅の設備更

新と老朽化著しい住宅の解体費用として５６２万円計上するものであり、職員単身者住宅建設事業

においては、職員住宅建設に向けて実施設計及び地耐力調査を行う委託料として、４５１万円を計

上するものであります。次の１目企画振興費、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９５２万２千円を計上いたします。業務としては、観光・移住定住など

を担っていただきます。情報交流施設整備事業については、旧レストハウスの改築事業であり、本

年７月オープンに向け、継続費事業である改築工事と地中熱整備工事などに要する事業費２億３４

９万２千円を計上するものであります。国庫支出金は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金で

あり、地方債は過疎債を見込んでおります。 

１４ページをお開きください。４項庭園のまちづくり事業費、ふるさとの森づくり事業費につき

ましては、ふるさとの森づくりを推進するための「緑の植樹事業」及び、観光客の増加により、荒

廃がみられる神の子池までの林道の補修事業として、２５６万８千円を計上するものであります。

花と緑と交流のまちづくり事業につきましては、７３７万６千円を計上し、住民協働による花壇・

植樹帯等整備事業、都市農村交流事業などを実施してまいります。次の１０項総合戦略費、１目総
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合戦略事業費につきましては、「総合計画後期５カ年計画」並びに「ひと・まち・しごと創生総合戦

略」を推進するための総括的な新目でございます。新規事業の清里応援事業につきましては、活力

あるまちづくりを推進するために、地域活性化を目的として活動している団体への支援と、町の魅

力発信等につながる事業を実施する団体に対し、事業補助として、２４０万円計上するものであり

ます。清里町特産品販路拡大事業については、道内外に特産品のＰＲ活動を行う事業として３８６

万６千円計上しています。新規事業であります、出産祝い金支給事業に１７５万円、乳幼児紙おむ

つ用ごみ袋支給事業に２０万４千円を計上し、子育て世代の経済的支援を図ってまいります。 

１６ページをお開きください。子育て支援保育料補助事業 ７３５万３千円につきましても、子

育て世代の経済的支援として第２子以降に係る保育料の２分の１に相当する額を補助してまいりま

す。新規事業の不妊治療助成事業１５０万円につきましては、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減

するために、国などの特定不妊治療費助成制度の拡充を行うものであります。子育て支援医療扶助

事業については、昨年度まで、乳幼児等医療費扶助事業として実施していました事業を改称し、子

育て世代の医療費負担を 軽減するために、１千７１１万５千円を計上しております。住環境推進

事業につきましては、当町における各種住宅施策の推進を図るための「住生活基本計画」を策定す

る委託料として４２６万円を計上しています。次ページをご覧ください。新規事業として、若者、

若者世帯の移住定住を促進するために、民間賃貸住宅への居住を図るための「若者・若者世帯居住

推進家賃補助事業」に１０８万円、また、移住定住人口の推進と地域経済の活性化を図るために、

「民間賃貸住宅建設促進事業」に２千万円を計上しております。次に、町内で福祉事業等を行う事

業者の従業員を確保するための支援として、福祉医療従事者人材確保事業に１６８万円計上してい

ます。 

１８ページをお開きください。新規事業として、若年層の雇用環境改善と町内中小企業の新規雇

用を図るための「若者雇用拡大奨励金交付事業」に９０万円、また、妊婦の歯科健診事業に１３万

７千円を計上しております。教育支援専門員配置事業につきましては、生涯教育・子育て支援の充

実を図るための専門員の配置に２８４万７千円、また、児童の新入学時における保護者負担の軽減

を図る支援として、新入学児童記念品贈呈事業に１５５万６千円、１９ページの特別な支援を要す

る児童生徒への指導充実を図る、「特別支援教育支援員配置事業」に８６４万８千円を計上しており

ます。新規事業の国際理解教育推進事業４９万円と、外国人英語指導業務委託事業に４７０万円計

上し、未就学児と小学校児童等に対する国際理解教育の推進を行ってまいります。小学校情報端末

機器等整備事業６３９万５千円。 

２０ページをお開きください。中学校情報端末機器等整備事業の２８９万２千円につきましては、

タブレット端末等教育機器を整備し、時代環境の変化に対応した教育を推進するものであります。 

児童生徒登下校安全管理器具購入事業については、防犯カメラを設置し児童生徒の登下校の安全

管理を図るものであり、７９万２千円を計上しております。清里高等学校総合支援対策事業として、

記載事業の教育活動に支援費１千９２０万８千円の予算計上を行ってまいります。 

２１ページの高校生海外派遣研修事業につきましては、友好都市モトエカ町に清里高校１年生を

派遣するための経費として、１千５２２万３千円を計上しております。スポーツ合宿等誘致支援事

業につきましては、当町で合宿を行う団体や、合宿支援団体に対する支援として、１８４万２千円

を計上しています。３款民生費 １目社会福祉総務費、高齢者等の暖房費等支援事業については、

高齢者世帯、ひとり親世帯等の生活の安定と福祉の増進を図るため、２００万円の計上を行うもの

であります。 
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２２ページをご覧ください。３目福祉サービス事業費、福祉入浴事業経費補助事業につきまして

は、高齢者等に交付し利用されている福祉入浴券に係る入浴料金の、２分の１を温泉管理者に補助

するものであり、１５２万３千円を計上しております。２目保育所費、臨時保育士雇用事業２２９

万６千円の計上につきましては、発達に問題を抱える子供の保育を行うために清里保育所に保育士

を加配するものであります。札弦保育所フェンス補修事業については、経年劣化が著しいフェンス

を改修し、良好な施設管理運営を行うために、１９７万３千円を計上しております。 

２３ページ、４款衛生費 １目保健衛生総務費、新規事業であります２４時間電話健康相談サー

ビス事業１１１万５千円につきましては、夜間・休日における町民からの健康・医療・育児などの

相談を、医師や看護師などの専門スタッフが、２４時間体制で対応する事業を行い、町民の健康と

安全安心な生活の確保を図ってまいります。救急医療体制づくり事業につきましては、救急搬送に

関わる協力体制整備のため、記載医療機関に対する委託料であり、２１３万４千円計上しておりま

す。２目予防費、各種検診事業につきましては、結核・肺がん検診をはじめとする検診の実施によ

り、疾病の早期発見、早期治療に資するべく、１千１０９万７千円を計上するものであります。 

２４ページをお開きください。予防接種事業については、乳幼児から高齢者までの定期・任意予

防接種費用に対する経費１千７２３万５千円を計上するものであります。なお、平成２８年度より

Ｂ型肝炎予防接種に対する費用の助成を行ってまいります。こころの健康づくり事業につきまして

は、臨床心理士による相談事業などを実施し、町民の心の健康の保持増進などを講ずるものであり

ます。 

２５ページの各種医療対策事業については、重度心身障害者医療費扶助事業など、医療費自己負

担分への支援による負担軽減対策に８２５万１千円を計上するものであります。４目環境衛生費、

葬斎場修繕事業につきましては、２号火葬炉耐火物積替等に要する経費５０４万４千円を計上して

おり、施設の良好な管理運営を図ってまいります。５目保健福祉総合センター費、保健センター発

電機設置事業７千７００万円。２６ページ、保健センター冷房設備更新事業の１千６２９万円につ

きましては、施設利用者の安全と診療所来所者の健康管理を図るために施設整備を行うものであり

ます。清掃センター長寿命化改修事業につきましては、平成２５年度から２９年度までの５ヶ年計

画の改修事業であり、４年次目事業として８千９３４万６千円を計上し、更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４千９９５万９千円つきましては、収集・処理業務の委託によ

り、快適な生活環境の創出と、資源のリサイクルを行うものであります。 

２７ページの５款農林水産業費、２目農業振興費、気象情報システム管理事業及び、農業振興事

業費補助事業につきましては、農業経営の安定化と農作物の安定的生産を維持するために、 

記載事業を実施するための経費を計上するものであります。植物防疫対策事業については、シスト

センチュウ対策協議会に対し、シロシストセンチュウ対策に係る事業経費負担分を計上するもので

あります。 

２８ページをお開きください。農業施設整備事業につきましては、基幹産業であります農業が、

将来にわたり持続発展させていくために、清里農協が実施する、防疫対策施設及び麦貯蔵施設整備

に対し、１億６千万円の支援を行うものであります。３目畜産業費の草地追肥事業については、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。 

２９ページの家畜防疫事業については、家畜自衛防疫組合が行う伝染病未然防止対策事業に係る

経費負担分を計上するものであります。５目道営整備事業の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に実施する、排水路・農道等整備事業に要する事業費負担分として１千７４
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４万２千円を計上するものであります。 

３０ページをお開きください。多面的機能支払交付金事業については、地域共同による農地・農

業用水路などの保全管理に関わる取り組みに対して支援するために、１億１千３３２万２千円を計

上するものであります。地域用水環境整備事業については、緑ダムの有効活用を図るための、発電

事業計画を推進するために、負担金１８８万５千円を計上しております。 

３１ページの町民活動施設管理運営事業 １千９３万３千円につきましては、地域素材等を活用

した製作・体験事業施設、パークゴルフ場、屋内運動場等の施設管理経費として予算計上するもの

であります。２項林業費、１目林業振興費の、造林推進事業費補助事業６０１万８千円につきまし

ては、民有林整備推進のため補助を行うものであり、製材流通経費補助事業につきましては、林業

林産事業の運営の安定化と、振興を図るため１千万円の補助と林業振興対策として、林業労働力の

確保を図るために、林業労働者退職金共済制度事業補助事業として、事業主に２１４万４千円の補

助を行うものであります。 

３２ページをご覧ください。６款商工費、１目商工振興費、商工振興対策事業につきましては、

商工会、中央商店街協同組合に対する運営補助、さらには商工振興に係る事業に対する補助として、

１千６０４万１千円を補助するものであります。中小企業融資貸付制度事業３９５万円につきまし

ては、一部制度の見直しを行い、各商店・事業所に対する貸付利息の一部及び、保証協会保証料の

補助を実施し、安定した事業経営を支援してまいります。 

３３ページの店舗出店改修等補助事業については、地域の資源を活用した新商品の開発や 

空き店舗を活用して営業を開始する事業者及び、現に営業を行っている事業者の店舗改修の費用を

助成するために、１千２００万円予算計上しております。住宅改修等促進事業については、今年度

より、空き家解体を対象項目に追加し、住宅環境の向上を図るとともに、町内住宅関連事業者の振

興をあわせた事業として９００万円計上をしております。２目観光振興費、清里町観光計画策定事

業につきましては、観光振興に係る施策を効果的・体系的に推進するための計画策定に要する経費、

２６２万５千円を計上しております。観光協会補助事業６４４万５千円につきましては、観光協会

運営補助及び各種観光振興事業を補助するものであります。 

３４ページをお開きください。緑清荘管理運営事業、パパスランド管理運営事業及び、緑温泉管

理運営事業につきましては、緑清荘以外の２施設の指定管理業務委託料及び、施設の延命化を図る

ための改修事業を行うために、各施設の管理運営事業費を予算計上しているものであります。地域

イベント支援事業７０３万円については、清里の魅力のＰＲと、交流人口の増加を図るために各実

行委員会に支援を行うものであります。 

３５ページのオートキャンプ場管理運営事業８２８万９千円、江南パークゴルフ場管理運営事業

７３９万２千円につきましては、それぞれの施設運営に関する経費と、オートキャンプ場において

は、施設の延命化を図るための施設塗装事業の予算計上を行っているものであります。 

 ３６ページをお開きください。７款土木費、道路等整備事業につきましては、記載の補修事業を

実施するための経費と、道路橋梁及び河川指定管理業務に係る経費であり、１億４千４１１万１千

円を予算計上しているものであります。道路新設改良事業１億９千６９１万８千円については、国

の交付金事業として４線道路の改良舗装及び、道路橋梁保全対策事業における、調査と橋梁の長寿

命化工事を行うものであります。 

３７ページの公園等整備管理事業につきましては、町内各公園緑地の管理・修繕経費として、５

９３万１千円を計上するものであります。住宅関係計画策定事業につきましては、公営住宅等長寿
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命化計画の５年目の見直しを行うために２０１万円予算計上するものであります。 

公営住宅建設事業３千４９９万７千円、公営住宅改修事業１千３３８万円につきましては、公営

住宅等長寿命化計画に基づき、それぞれの事業を行うものであり、計画的な住環境づくりを推進し

てまいります。 

３８ページをお開きください。９款教育費、遠距離通学バス業務委託事業につきましては、小中

学生のスクールバス業務委託であり、２千２７４万９千円を計上しております。特色ある学校づく

り推進事業については、各小中学校において、学力・体力の向上と地域の特性を活かした創意ある

教育活動の展開を図るため、１６０万円を計上しております。清里小学校便所改修事業及び、競技

施設整備事業につきましては、記載の各整備事業を実施するため、所要経費を計上しているもので

あります。 

３９ページのスポーツ文化施設管理運営事業につきましては、図書館及び各体育施設の管理を、

一般社団法人清里町スポーツ文化施設管理協会に業務委託するための経費として、３千３１４万２

千円の予算計上を行うものであります。プラネットステージ公演事業３００万円につきましては、

町民に優れた芸術文化の鑑賞機会などを提供するため 予算計上するものであります。モトエカ広

場モニュメント基礎改修工事事業及び、図書館照明器具取替工事事業につきましては、記載の各工

事を実施するため、所要経費を計上しているものであります。 

４０ページをお開きください。斜里岳ロードレース大会実行委員会補助事業については、３００

万円計上しており、町民のスポーツ振興と健康増進を図ってまいります。給食調理事業につきまし

ては、園児・児童生徒に栄養バランスのとれた給食提供を行うものであり、５千１４５万円を予算

計上しております。なお、今年度より、希望する清里高校生への提供も行ってまいります。 

４２ページから５２ページまでは、ただ今、ご説明いたしました事業の概要図等となっておりま

すので、ご参照していただきたいと存じます。 

５３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ご説明を申し上げま

す。介護保険事業に対しましては、介護給付費全体の１２．５％が町の負担となり、その繰出金が

５千１５７万２千円、地域支援事業分として１２８万６千円、事務費分が１千３５万９千円、低所

得者保険料軽減分が７４万２千円で、都合６千３９５万９千円となります。国民健康保険事業につ

きましては、記載のとおり保険基盤安定繰出金として２千７４１万５千円、財政安定化支援事業分

に８８万５千円、出産育児一時金分に４２０万円、国保会計一般管理費分に２８８万２千円、国保

運営委員報酬分に１６万６千円、都合３千５５４万８千円を 法定ルールに基づき予算計上してお

ります。後期高齢者医療特別会計におきましても、保険基盤安定繰出金として１千８０６万２千円、

事務費分に３４１万６千円、都合２千１４７万８千円を計上しております。簡易水道事業につきま

しては、施設整備に伴う地方債償還に係る公債費分４８７万円を計上しております。農業集落排水

事業につきましても、同じく地方債償還に係る公債費分５千６８０万１千円の計上となります。焼

酎事業につきましては、一般職員の人件費と醸造用機材購入費用など２千４８６万８千円の予算計

上を行っております。 

 ５４ページ、５５ページは、指定管理施設の予算額及び主要施設の維持管理経費となっておりま

すので、後ほど、ご参照願います。 

 それでは、予算書の説明を申し上げます。予算書の３５ページをお開き下さい。なお、ページの

付番につきましては、各ページの右上・右下に記載されておりますの宜しくお願いいたします。 

歳出より、ご説明申し上げますが、審議資料の説明において、主要施策、繰出金などについてご
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説明申し上げましたので、目ごとに予算の増減の大きなもの及び、特異的事項についてのみ、ご説

明申し上げます。特定財源の内訳につきましては、下段に詳細費目が記載されておりますので、省

略させていただきと存じます。また、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りますので、ご了知願

いたいと存じます。 

それでは、慣例により、目ごとの説明とさせていただきます。 

 １款議会費、１目議会費につきましては、全体では大きな増減はありませんが、北網ブロック研

修、道外所管事務調査関係諸経費を計上しております。 

３６ページをお開きください。２款総務費、１項給与費、１目職員給与費につきましては、後ほ

ど、給与費明細書において詳細にご説明申し上げますが、１千７２２万４千円の増は、職員数増に

伴う一般職員給与等の増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１千５４２万１千円の減につきましては、社会保

障・税番号制度導入事業２千２６３万４千円の減が主な要因でありますが、３８ページの、中事業

の財政事務費において、国が示す統一的な公会計制度に対応するために公会計固定資産台帳整備業

務委託料が増額計上となっております。 

また、３９ページの中事業のＯＡ機器・ソフトウェア等管理事業については、行政情報システム

管理費からの科目移行による予算計上となっております。 

４０ページをお開きください。２目、財産管理費２千１２３万６千円の増につきましては、公用

車１台の更新経費及び、ＡＥＤ未導入の公共施設等への導入経費 並びに、緑町における老朽化が

著しい旧教職員住宅の解体経費、さらには、基金管理運用事業の増が主な要因であります。 

４１ページの３目地籍管理費及び４２ページの４目広報費につきましては、特異的な事項はござ

いません。 

４２ページ。５目自治振興費１千３５８万４千円の減につきましては、道路防犯灯ＬＥＤ化工事

事業量の減が主な要因であります。 

４３ページの６目交通安全対策費及び４４ページの７目防災対策費につきましては、特異的な事

項はございません。 

４４ページ。８目町有林管理費につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので、省略さ

せていただきたいと存じます。９目支所及び出張所費につきましては、特異的な事項はございませ

ん。１０目緑センター費１６０万８千円の増につきましては、センターの体育館窓改修に係る工事

請負費が主な要因であります。 

 ４６ページ。１目顕彰費、１２目報酬等審議会費につきましては、特異的な事項はございません。

１３目 職員福利厚生費 につきましては、主要施策で説明申し上げましたので、省略させていた

だきたいと存じます。 

４８ページをお開き下さい。１４目総合庁舎管理費８７３万７千円の増につきましては、経年劣

化が著しい庁舎ボイラーの１基更新に係る工事請負費が主な要因であります。１５目行政情報シス

テム管理費１５８万円の減については、ＯＡ機器・ソフトウェア等管理事業の一般管理費への科目

移行及び人事給与システム改修の終了が減額要因であります。 

５１ページをご覧ください。１６目管内町村公平委員会費につきましては、特異的な事項はござ

いません。３項開発促進費、１目企画振興費、２億３千８４０万５千円の増は、主要施策でご説明

申し上げました、情報交流施設整備事業及び施設管理事業等による増が主な要因であります。 
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５４ページをお開きください。２目土地利用計画費につきましては、特異的な事項はございませ

ん。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５５ページの２目花と緑と交流

のまちづくり費につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので、省略させていただきたい

と存じます。 

５６ページをお開きください。３目豊かな田園づくり事業費につきましては、特異的な事項はご

ざいません。５項徴税費、１目徴税費２８２万８千円の増につきましては、平成３０年度の固定資

産評価替えに伴う、鑑定評価業務委託料が増額要因であります。６項戸籍住民登録費、１目戸籍住

民登録費につきましては、特異的な事項はございません。 

５８ページをお開き下さい。７項選挙費、１目選挙管理委員会費につきましても、特異的な事項

はございません。２目参議院議員選挙費につきましては、本年実施されます参議院議員選挙に係る

経費を計上しているものであります。８項統計調査費、１目各種統計調査費、２７１万９千円の減

については、国勢調査が終了したことによるものであります。 

６０ページお開き下さい。９項監査委員費につきましては、特異的な事項はございません。 

６１ページの１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費につきましては、新目であります安心して

子育てができる環境づくりの「子ども子育て支援」、教育を通じた人材育成を図る「教育支援」を中

心とした事業を計上しております。事業内容につきましては、主要施策でご説明申し上げましたの

で、省略させていただきたいと存じます。 

６４ページをお開き下さい。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費３５３万３千円

の増は、昨年度補正予算にて計上いたしました高齢者等の暖房費等支援扶助及び難病者等通院交通

費扶助の当初予算計上によるものであります。２目障害者自立支援費６９０万３千円の減は、支援

対象者の減が要因となっております。 

６７ページをお開きください。３目福祉サービス事業費２１４万８千円の増は、昨年度補正予算

にて計上いたしました、高齢者等除雪困難者除雪業務委託及び、福祉入浴事業経費補助の当初予算

計上によるものであります。 

６８ページをお開きください。４目老人福祉費２３５万円の増は、介護保険特別会計繰出金の増

が主な要因であります。 

６９ページの５目国民年金事務費については特異的事項はございません。２項児童福祉費、１目

児童母子福祉費１０２万１千円の減は、支援対象者の減による児童手当減が主な要因であります。 

７０ページをお開きください。２目保育所費５８０万７千円の増は、臨時保育士の処遇改善及び、

施設整備に係る費用が増額要因であります。３目子育て支援センター費の増につきましても、施設

整備に係る費用が増額要因であります。 

７２ページをお開き下さい。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費１８９万５千円

の減は、診療所修繕費の減が主な要因であります。 

７３ページ。２目予防費につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので、省略させてい

ただきたいと存じます。 

７４ページをお開き下さい。３目各種医療対策費の減額については、乳幼児等医療費扶助事業が

新目の総合戦略事業費へ科目移行したことが主な要因であります。 

７５ページの４目環境衛生費につきましては、主要施策でご説明申し上げました、葬斎場修繕事

業以外、特異的事項はございません。 

７７ページをお開きください。５目保健福祉総合センター費８千１８３万８千円の増につきまし
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ては、主要施策でご説明申し上げました発電機設置工事及び冷房設備更新工事が主な要因でありま

す。 

７８ページをお開きください。２項清掃費、１目清掃事業費７７２万６千円の減につきましては、

清掃センター長寿命化改修工事の事業費減によるものであります。 

８１ページをお開き下さい。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、事

務局運営事業費における臨時職員の雇用及び農業担い手育成協議会負担金の当初予算計上により、

１２７万７千円の増額計上であります。 

８２ページをお開き下さい。２目農業振興費、１億８千９７４万９千円の増につきましては、昨

年度補正予算にて計上いたしました農業振興事業費補助及び農業経営支援対策事業における各種補

助の当初予算計上と主要施策でご説明申し上げました農業施設整備事業補助が主な増額要因であり

ます。 

８４ページをお開きください。３目畜産業費、８５ページの４目農地開発事業費につきましては、

主要施策でご説明申し上げました事業以外、特異的事項はございません。 

８６ページをお開き下さい。５目道営整備事業費につきましては、主要施策でご説明申し上げま

したので、省略させていただきますが、主な増額要因は、多面的機能支払交付金事業の当初予算計

上によるものであります。 

６目清里地域資源活用交流促進施設費及び８７ページ、７目札弦地域資源活用交流促進施設費に

ついては、特異的事項はございません。 

８８ページをお開き下さい。８目町民活動施設費につきましては、主要施策でご説明申し上げま

したので、省略させていただきたいと存じます。 

８９ページ。２項林業費、１目林業振興費１千５６６万５千円の増につきましては、昨年度補正

予算にて計上いたしました地域企業支援事業及び地域雇用対策事業の当初予算計上によるものであ

ります。 

９０ページをお開き下さい。２目自然保護対策費については、特異的事項はございません。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費につきましては、店舗出店改修等事業補助 １千２００

万円の当初予算計上が主な増額要因であります。 

９１ページ。２目観光振興費につきましては主要施策でご説明申し上げました、清里町観光計画

策定事業及び緑清荘・緑温泉施設の改修事業が主な増額要因であります。 

９４ページをお開き下さい。３目オートキャンプ場費、９５ページの４目江南パークゴルフ場費

につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので、省略させていただきたいと存じます。 

９６ページをお開き下さい。 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費及び９８ページの 

２目道路新設改良費並びに、９９ページの２項都市計画費、１目公園費につきましては、主要施策

でご説明申し上げましたので、省略させていただきたいと存じます。 

１００ページをお開き下さい。３項住宅費、１目住宅管理費７８１万６千円の増は、住宅用太陽

光発電システム導入補助の当初予算計上及び主要施策でご説明申し上げました、住宅関係計画策定

事業が主な要因であります。２目住宅建設費の皆増につきましては、昨年度補正予算にて計上いた

しました各事業の当初予算計上によるものであります。 

１０２ページをお開き下さい。８款消防費、１項消防費、１目消防費の減につきましては、緊急

通信受付指令設備整備事業の終了が主な要因であります。９款教育費、１項教育総務費、１目教育

委員会費の減については、教育支援専門員配置事業が総合戦略事業費へ科目移行したことが要因で
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あります。２目教育諸費の減につきましても、清里高等学校総合支援対策事業が総合戦略事業費へ

科目移行したことによるものであります。 

１０５ページをお開き下さい。２項小学校費、１目学校管理費６５８万８千円の増は、臨時教職

員の処遇改善及び清里小学校施設整備事業が主な要因であります。なお、小学校特別支援教育支援

員配置事業は総合戦略事業費へ科目移行しております。 

１０７ページをお開き下さい。２目教育振興費、２９８万５千円の減につきましては、小学校サ

ーバー機器更新事業終了が主な要因であります。 

１０８ページをお開きください。３項中学校費、１目学校管理費、１５４万１千円の減は、中学

校特別支援教育支援員配置事業が、総合戦略事業費へ科目移行したことによるものであります。 

１０９ページの２目教育振興費につきましては、クラブ活動等支援事業の増額によるものであり

ます。 

１１０ページをお開き下さい。４項社会教育費、１目社会教育総務費３２８万４千円の増につい

ては、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。なお、外国人英語指導業

務委託事業は総合戦略事業費へ科目移行しております。２目生涯教育費１千１４２万８千円の増は、

昨年度補正予算にて計上いたしました各団体補助の、当初予算計上によるものであります。 

１１３ページをお開き下さい。３目生涯学習総合センター費につきましては、主要施策でご説明

申し上げました事業以外、特異的事項はございません。 

１１４ページをお開き下さい。４目図書館費については、特異的事項はありません。 

１１６ページをお開き下さい。５項保健体育費、１目保健体育総務費３７７万４千円の増につい

ては、昨年度補正予算にて計上いたしました、スポーツ団体補助等の当初予算計上によるものであ

ります。 

１１８ページをお開き下さい。２目トレーニングセンター費、１４３万４千円の増については、 

外壁防水工事及び器具購入費が主な要因であります。 

１２０ページをお開き下さい。３目町民プール費、３千２１８万７千円の減につきましては、 

プール外構工事終了によるものであります。４目スキー場管理費については、特異的事項はありま

せん。 

１２１ページ。 ５目学校給食センター費２３８万９千円の増については、主要施策でご説明い

たしました給食調理事業が主な要因であります。 

１２３ページをお開き下さい。１０款 公債費につきましては、元利併せて８億２千９９６万９

千円の償還予算計上となっております。 

１２４ページをお開きください。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。 

１２５ページをご覧ください。給与費明細について、ご説明いたします。１の特別職の長及び議

員数については、増減はありませんが、その他における６３名の減は、国勢調査員の減が主な要因

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ものであり、共済費は、議員

において４６５万８千円の減となっております。 

１２６ページをお開きください。２の一般職員数につきましては、本年以降の退職者状況等によ

る計画的な職員採用による３名増であり、給与・共済費合わせ１６２万２千円の増となっておりま

す。 

 １２７ページから１３３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、本町にお
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いては、人事院勧告に準拠しているところであります。 

 １３４ページをお開きください。３の定数外職員につきましては、いわゆる再任用職員の給与等

について記載したものであり、本年度は、職員１名の任用であります。 

続いて１３５ページをご覧ください。継続費に係る実績及び見込み、並びに、進行状況について

記載しているものであります。 

１３６ページをお開きください。本表は債務負担の支出予定額等に関わる調書であります。 

前年度となります平成２７年度までの債務負担行為は、農業経営基盤強化利子助成事業から 

１４０ページの清里町学校給食センター業務委託事業まで、都合３４件となっております。 

当該年度以降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３０件、 

総額３４億８千７７９万４千円となっております。 

１４１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。１４２ページの合計

欄で説明申し上げます。前々年度 平成２６年度末現在高は、７２億２千７７４万４千円であり、 

前年度である平成２７年度末の現在高見込額は、６８億７千５０８万７千円、当該年度である平成

２８年度中の起債見込額は６億５千９４０万円、元金償還見込みは７億４千７０２万９千円であり

ます。これにより当該年度末現在高見込み額は、６７億８千７４５万８千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、１５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、特定財源の主な内訳

につきましても、資料に記載しておりますので総括表で概要のみご説明申し上げます。 

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款町債のうち、臨時財政

対策債合わせまして ３１億７千１４９万１千円が一般財源となります。 

従いまして、特定財源につきましては、国道支出金等合わせまして１７億３千７５０万９千円とな

ります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中 誠君）  

 次に、議案第２４号 平成２８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２４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介護保険事業特別会計となっております。１４５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２億３千７万１千円

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御説明申し上げ

ます。第２条につきましては、一時借入金の最高限度額３千万円とする旨を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うす茶

色の仕切り、介護保険事業特別会計をご覧いただきます。５７ページをお開きください。総括表で

ご説明いたします。平成２８年度の予算総額は、２億３千７万１千円で前年度対比７９３万５千円

の増額であり、率にしまして１０１．９％であります。歳入の款における主な内容について前年対
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比額でご説明申し上げます。１款介護保険料の１２６万円増、３款国庫支出金２５万８千円増、４

款道支出金１０１万９千円の増、５款支払基金交付金１８３万円の増額は、保険給付の伸びによる

ものです。３款国庫支出金の増加額が４款、５款と比べて少ないのは、平成２７年度の国庫支出金

にはシステム改修に係る補助金が含まれていたものが今年度は見込めないことになります。実質は

１４６万６千円の増となります。７款繰入金３５６万８千円の増額は、保険給付費の伸びとシステ

ム改修に係る負担金が加わったことによります。 

続きまして、歳出の対前年比で主な内容について説明をいたします。１款総務費、１５９万５千

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６０４万３千円の増額は、給付費の増

額を見込んだものであります。 

次に予算書にお戻りいただき、介護保険特別会計の１６１ページの歳出をお開きください。歳出

の主なものを特定財源について説明申し上げます。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）とあるのは、一般会計からの繰入金で

あります。次の２項賦課徴収費、１目賦課徴収費について保険料徴収に係る事務経費で特定財源そ

の他は一般会計からの繰入金であります。１６２ページをお開きください。３項介護認定審査会費、

１目介護認定審査会費は網走市外３町の認定審査会負担金であります。次の２目認定調査費は介護

保険認定調査に係る主治医意見書や認定調査の委託の経費であります。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、デイケアやショートステイなどの居宅介護にかかる給付負担金１億２千８６

０万円、福祉用具購入費７４万５千円。手摺取り付けなどの住宅改修費が１５４万５千円であり、

ケアプラン作成などの居宅介護サービス計画給付費が１千８５０万円となっております。次のペー

ジをご覧ください。２目地域密着型介護サービス給付費４千２００万円は、特別介護老人ホーム、

清楽園のユニットケア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１億８千

１９０万につきましては、特別養護老人ホーム介護老人福祉施設等に係る給付費用であります。次

のページをご覧ください。４目審査支払手数料３８万５千円は、国保連合会に対する介護報酬審査

支払手数料です。次のページ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費であります。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１５０万円につきましては、医療給付と介護給付の合算額が自己負

担額を超えた場合の給付であります。次のページをご覧ください。４項特定入居者介護サービス等

費、１目特定入所者介護サービス等費２千８５０万円については、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、その条件を超える額を保険給

付しています。次の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８２万１千円

は、高齢者を対象とした介護予防にかかる事業費で、いきいき健康講座の講師謝礼などです。次の

２目総合事業清算金は、清里町から転出した方が居住地特例対象者として、提出先で総合事業の提

供を受けた際の保険者である清里町が負担する精算金として計上しています。次の１６８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委

託事業に係る費用です。２目任意事業費は在宅介護家族の負担軽減と介護福祉技術の普及向上を図

るための事業、成年後見人制度の利用を支援する事業の助成金などです。次のページをご覧くださ

い。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。次に歳入につきまして、１

５１ページの総括でご説明いたします。１款の介護保険料、８千２３５万６千円、２款の使用料及

び手数料２千円、６款の財産収入４千円。８款の繰越金１００万円、９款の諸収入７千円の８千３
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３６万９千円が一般財源で、３款から５款までと７款の合計３億４千６７０万２千円が特定財源と

なります。 

以上で予算説明を終わります。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第２５号 平成２８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（河合雄司君） 

 既に上程されております、議案第２５号 平成２８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、１７３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にそれぞれ８億５千６４万１千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の流用について定めるものであります。第

１項第１号において、保険給付費における同一款内で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いたしますので、別冊の審議資料を黄色の仕切り６３ページをお開き

ください。平成２８年度国民健康保険事業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、８億５千６４万１千円であり、前年度比較では５０万６千円の減、対前年度比９９．

９％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款国民健康保険税に

つきましては、２８年度分の所得見込額等により推計し、前年度比較３００万円増額の２億１千８

５０万円を計上してございます。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、療養給付費負担金及び共同事業負担金の減により、３２万４千円減額の

２億３７１万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、５５４万円減額の１千６０万円となってございます。５款前

期高齢者交付金５７０万円の増額は、前期高齢者医療費の実績及び平成２７年分の精算などによる

ものでございます。６款道支出金は、共同事業負担金及び財政調整交付金の減により２００万１千

円の減額となってございます。７款共同事業交付金２億２千８００万円、前年度比較４３０万円の

減額につきましては、平成２７年の実績に基づくものでございます。８款財政収入財産収入につき

ましては、前年同額となってございます。９款繰入金２９０万６千円の増額は、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り、１１款諸収

入５万３千円の増額は、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１８万

９千円の減、２款保険給付費につきましては、実績をもとに医療費等推計積算し、１千５６８万４

千円増額の４億９千６２０万円を計上してございます。３款後期高齢者支援金等３００万円の減額

は、算定係数の変更に伴う減額でございます。４款前期高齢者納付金と５款老人保健拠出金につき

ましては、前年同額でございます。６款介護納付金５１０万円の減額は、算定対象者の減に伴うも

のでございます。７款共同事業拠出金につきましては、平成２７年の実績に基づき前年度比較８３

３万円減額の２億１千７００万１千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、４

２万９千円の増額、９款基金積立金、１０款公債費及び１１諸支出金につきましては前年同額とな
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ってございます。６４ページをお開きください。６４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。６５ページは、主要政策事業の事業内容、事業費及び財源内

訳、次の６６ページは国民健康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１９１ページにお戻りいただきたいと思

います。 

歳出の特異的事項について御説明申し上げます。なお特定財源のご説明につきましては、財源内

訳に記載していますので省略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１９２頁

の３項運営協議会費、１目運営協議会費につきましては、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から１９３ページの５目審査支払手数料までに

つきましては、実績をもと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１千５００万円増額の４億２千３００万円。２目退職被保険者等療養給付費は、

１０万円減額の１千１４０万円。３目一般被保険者療養費は、前年と同額。４目退職被保険者等療

養費は４千円増額の１０万４千円。５目審査支払い手数料につきましては前年と同額となってござ

います。１９４頁をお開きください。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費から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も医療費推計により積算し、計上しているもの

でございます。１目一般被保険者高額療養費は、前年度比較１２０万円増額の４千９２０万円、２

目退職被保険者等高額療養費は、前年度比較４２万円減額の１０８万円、３目一般被保険者高額介

護合算療養費及び４目、退職被保険者等高額介護合算療養費につきましては前年度同額を計上して

いるものでございます。３項移送費から１９５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。１９６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とおり、算定計数の変更に伴うものであり前年度比

較３００万円減額の８千９００万円を計上しているものでございます。２目、後期高齢者関係事務

費拠出金は前年同額でございます。４款前期高齢者納付金等、５款老人貢献拠出金につきましても

特異的なものはございません。１９７ページをご覧ください。６款介護納付金につきましては、算

定対象者の減に伴うもので前年度比較５１０万円減額の３千８００万円を計上しているものでござ

います。７款共同事業拠出金１目高額医療費共同事業医療費拠出金につきましては、前年度比較５

２４万７千円減額の１千９００万円を計上しているものでございます。１９８ページをお開きくだ

さい。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年度は制度改正により大幅な増額をいたしましたが、今年度

は実績に基づき前年度比較３０８万３千円減額の１億９千８００万円を計上しているものでござい

ます。８款保健事業費、１項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。１９９ページの２項保健事業費及び９款基金

積立金、１０款公債費、２００ページの１１款諸支出金につきましては特異的なものはございませ

ん。 

次に歳入について総括表によりご説明申し上げますので、１８１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款繰越金及び１１款諸収入の内１万３千円の合計２

億１千８６２万８千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款諸収入の内６

２万２千円の合計６億３千２０１万３千円が特定財源でございます。 

以上で説明といたします。 
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○議長（田中誠君） 

 次に議案第２６号 平成２８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（河合雄司君） 

 既に上程されております、議案第２６号 平成２８年度清里町後期高齢者医療特別会計予算につ

いてご説明を申し上げます。 

予算説明書の緑色の仕切りを１枚お開きいただき、２０３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６千５３７万９千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

御説明申し上げいたしますので、審議資料の緑色の仕切りの後ろ６７ページをお開きください。平

成２８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

５３７万９千円であり前年度比較では１０６万９千円の増。対前年度比１０１．７％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

域連合の算定見込みにより前年度比較１５万１千円減額の４千３８４万６千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款繰入金１２２万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定繰入金が１１０万６千円、事務費繰入金が１１万４千円の

増額となってございます。４款繰越金及び５款諸収入につきましては増減はございません。 

続きまし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負担金低

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、１０７万７千円増額の

６千４０８万６千円を計上してございます。３款諸支出金につきましては増減はございません。６

８ページをお開きください。６８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。次の６９ページは、主要政策事業の事業内容、事業費及び財源内訳、７０ページ

につきましては、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を２１５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。なお特定財源の御説明につきましては財源内訳欄に記

載しておりますので省略させていただきます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費及び

２項徴収費、一目徴収費につきましては、特異的な事項はございません。２１５ページから２１６

ページをご覧ください。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１５万１千円減、保険基盤安定負担金が１１０万６

千円の増、事務費負担金が１２万２千円の増であり、合計１０７万７千円の増額となってございま

す。３款諸支出金、１項償還金及び還付負担金につきましては特異的な事項はございません。 

次に歳入について総括表によりご説明申し上げますので、２０７ページにお戻りください。１款

後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料４款繰越金及び５款諸収入のうち１項延滞加算金及

び過料、２項町預金利子の計２千円。合計４千３８５万円が一般財源であり、３款繰入金及び５款

諸収入のうち３項償還金及び還付加算金の５万１千円。合計２千１５２万９千円が特定財源となっ

ております。 

以上で説明とさせていただきます。 
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○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第２７号 平成２８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２７号 平成２８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、２１９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６千２８８万３千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ご説明申し上げます。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７１ページをお開

きください。２８年度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６千２８８万

３千円となっており、前年度当初予算比較では３６２万円の増、対前年度比１０６．１％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２７年度実績見込みを参考としながら、前年度比較１０１万３千円減の４千

８５８万９千円を計上いたしております。２款財産収入につきましては、前年度比較３千円の増と

なっておりますが、基金利子の増によるものです。３款繰入金につきましては、前年度比較４６３

万円の増となっており、内訳は簡易水道施設整備基金繰入金の増となっております。４款繰越金、

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、簡易水道事業統合認可

変更に伴う、委託料の増により、前年度比較１千２９４万１千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増が主な要因となり、前年度比較で３０万円の増

となっております。３款公債費７４６万４千円の減につきましては元金及び利子償還金の減による

ものです。４款基金積立金２１５万７千円の減は、簡易水道施設整備基金積立金の減であります。

７２ページをお開きください。７２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。７３ページをご覧ください。平成２８年度の主な事業内容についてご説明申し上

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１１４カ所を実施する経費として６７５万円を計上い

たします。それでは予算書の説明を申し上げます。 

歳出によりご説明いたしますので簡易水道事業送別会予算の２３１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

いたしております。なお１３節委託料に水道メーター器検診委託料及び簡易水道事業統合認可変更

実施設計業務委託料、水質検査委託料、施設点検委託料合わせて１千８７４万７千円を計上いたし

ております。２３３ページをご覧ください。２款施設費、１項施設整備費、１目施設整備費につき

ましては、先ほど主要施策でご説明申し上げたメーター更新費用の６７５万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であり、特異的

な事項はございません。公債費の特定財源のその他４８７万円は、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その他１万３千円は基金利子となっております。なお２３４ペー

ジから２４０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
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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。 

２４２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２６年度末現在高は１億８千８１９

万２千円。前年度平成２７年度末現在高見込額は１億６千９１１万５千円。当該年度平成２８年度

中の元金償還見込額は１千１９４万４千円。当該年度平成２８年度末の現在高見込額は１億５千７

１７万１千円となる見込みであります。 

次に歳入について説明申し上げます。２２３ページでございます。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す。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、６款諸収入の合計５千９万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１千２７９万３千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（田中 誠君） 

 次に、議案第２８号 平成２８年度清里町農業集落排水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２８号 平成２８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。 

予算書の薄紫色の仕切りをお開きいただき、２４５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９千６０８万８千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てご説明申し上げます。 

次に審議資料により予算の概要を御説明しますので、別冊の審議資料薄紫色の仕切り、農業集落

排水事業特別会計の７５ページをお開きください。平成２８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９千６０８万８千円となっており、前年度当

初予算の比較では８１万８千円の減、対前年度比９９．２％となっております。歳入の款ごとにお

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は増

減ありません。２款使用料及び手数料につきましては、平成２７年度実績見込み額を参考としなが

ら、前年度比較３９万３千円減の３千７６８万６千円を計上いたします。３款繰入金につきまして

は、一般会計繰入金であり、前年度比較４２万５千円の減の５千６８０万１千円となっております。

４款繰越金及び５款諸収入は前年度と同額を計上いたしております。 

次に歳出の款毎の予算額をご説明申し上げます。１款総務費、２６万５千円の減につきましては、

一般管理費の公課費の減によるものであります。２款事業費につきましては１２万８千円の減とな

っております。３款公債費につきましては４２万５千円の減となっております。７６ページをお開

きください。７６ページは、款別性質別について節別の予算分類表であり、説明は省略していただ

きます。７７ページをご覧ください。平成２８年度の主な事業内容ですが、公共桝の新設工事とし

て２箇所６０万円、処理施設の機器類の年次的修繕費として３００万３千円、合わせて３６０万３

千円を計上しております。特定財源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

は予算書の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２５７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ご説明申し上げます。１款総務費、１項総務管理費、
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１目一般管理費につきましては、当課に属する職員１名分の人件費管理的物件費となっており、特

異的な事項はありません。２目施設管理費につきましても２５８ページの１３節委託料９０６万７

千円をはじめ、２つの施設にかか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

に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。２５９ページをご覧ください。３款公債費につきましては、地方債の

元金及び利子を合わせ、５千６８０万１千円を計上しており、財源は特定財源となる一般会計から

の繰入金となっております。２６０ページから２６７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、説明は省略させていただきます。 

２６８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２６年度末現在高は、５億７千２

０６万円、前年度平成２７年度末現在高見込み額は、５億２千９１０万５千円。当該年度平成２８

年度中の元金償還見込み額は４千３８０万７千円。当該年度末平成２８年度末の現在高見込額は、

４億８千５２９万８千円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、２４９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ご説明申し上げますので、総括表でご説明申し上げます。２款使用料

及び手数料、４款繰越金、５款諸収入の合計３千９１８万７千円が一般財源であります。１款分担

金及び負担金、３款繰入金合わせまして５千６９０万１千円が特定財源となります。 

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） 

 次に、議案第２９号 平成２８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２９号 平成２８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。 

予算書説明書のうぐいす色の次、２７１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１億１千８２５万５千円とするもので、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説明いたしますので、審議資料のうぐいす色の次７９ページ

をお開きください。予算総括表でご説明いたします。平成２８年度の歳入歳出予算の総額は１億１

千８２５万５千円であり、前年比較で２千５３０万９千円の増額となり、前年度対比で１２７．２％

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いて申し上げます。１款財産収入

９千３０７万２千円は、財産売払い収入並びに財産運用収入であり、前年度比較で１千８５４万８

千円の増は、販売促進によります販売数量の増加としております。２款繰入金２千４８６万８千円

は、一般会計繰入金であり、前年度の比較で６７６万１千円の増は、職員の人件費並びに樽購入に

係ります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であり、

４款諸収入、１万５千円は、雑収入であります。続きまして、８１ページをお開きください。平成

２８年度焼酎等醸造販売計画であります。１の製造計画でありますが、じゃがいも３万８００キロ
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グラムを原料に使用し、仕込み回数２２回、製造量は、４０キロを製造といたします。２の販売計

画でありますが、販売本数は焼酎、飲料水、その他合計いたしまして、１３万１千６３７本、販売

数量６５キロを予定しております。販売額は９千３０７万１千円で、前年より１千８５４万８千円

の増といたしました。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、７９ページにお戻りください。１款総務費は５千７

７２万３千円。前年度より４３１万円の増となっており、主なものは職員の人件費及び販売数量の

増加によります公課費分の増であります。２款製造費は、６千５０万２千円、前年度より２千９９

万９千円の増となり主なものにつきまして、販売用の増加に伴います瓶詰め数量の増加及び必要な

賃金と需用費の消耗品等の増額分でございます。３款公債費、前年同額であります。８０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の予算分類表であります。款別及び前年度比

較、増額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いただきたいと思います。 

続きまして、予算説明書の事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、焼酎事業特別

会計２７９ページをお開きください。歳出についてでありますが、特異的なものについてご説明申

し上げます。１款総務費、１目一般管理費は、職員４名分の人件費並びに管理用物件費及び公債費

などであり説明欄に記載のとおりでございます。職員の給与費２千９３７万５千円、焼酎販売事務

費として２千４６１万３千円、次のページをお開きください。施設維持管理が１３５万６千円、車

両管理費が３９万７千円であります。２款製造費、１目醸造費は２２回の仕込みにかかります製造

経費及び瓶詰め経費及び原材料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

業費で９０９万円、焼酎醸造事業費で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、１目利子、３万円一時借入れ利子であります。４款積立金予算計上はございませ

ん。２８７ページから２９４ページまでにつきましては、焼酎事業特別会計職員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、歳入についてご説明いたしますので、２７２ページにお戻りください。総括表によりご説

明申しあげます１款財産収入一般財源で９千３０７万２千円、２款繰入金特定財源で２千４８６万

８千円、３款繰越金一般財源で３０万円、４款諸収入は一般財源で１万５千円で、歳入合計１億１

千８２５万５千円であります。内訳につきましては審議資料の歳入でご説明いたしましたので省略

させていただきます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 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、３月９日から３月１３日までの５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（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、３月９日から３月１３日までの５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 ４時２９分 
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平成２８年第１回清里町議会定例会会議録（３月１４日） 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   澤 本  正 弘 

    総 務 課 参 与   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 

    産 業 課 長   二 瓶  正 規 

    建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 教 育 課 長   伊 藤  浩 幸 
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    農業委員会事務局長   二 瓶  正 規 

    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    澤 本  正 弘 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   小 貫  信 宏 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   一般質問（４名 ４件） 

   議案第２３号～議案第２９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    総括主査 泉井 健志   主 査  横畠 敏樹 

                 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  山嵜 孝英 

        税務・収納Ｇ   主 幹  清水 俊行   主 査  吉田 慎治 

  保健福祉課 福祉介護G    主 幹  進藤 和久   主 査  三浦 綾美 

        保健G      総括主査 佐々木順子   保健師長 太田富士子 

        保育子育てG   総括主査 杉村 真弓   主 査  酒井 真美 

  産 業 課 農業G      主 幹  永野  宏   主 査  田中 誠之 

                 主 査  藤森 宏樹 

商工観光・林政Ｇ 総括主査 樫村 亨子   主 査  土井 泰宣 

        焼酎Ｇ      総括主査 北川  実    

        農業委員会    次 長  武山 雄一 

  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 

        上下水道・公住Ｇ 総括主査 吉田 正彦   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 幹  原田 賢一   主 査  小林 正明 

  農業委員会          次 長  武山 雄一         

  消防清里分署         分署長  野呂田成人   予防係長 君島 晴男 

                 救急係長 半澤 孝貴   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（田中誠君） 

 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（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  一般質問 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、「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、商店街振興対策について町長に伺います。町における商店街はまさしく町の顔であり、

町を形成するのに大変重要な役目を果たしていると思っております。まずこの認識をまず最初に確

認させていただきたいと思っております。 

また今日商業を取り巻く環境は、ますます厳しい状態にあります。この現状の認識とまちづくり

がいろんなところで議論されて、それぞれの立場で動いて少しでも良いまちをということで町民み

んなが期待するところでもあります。この商店街の振興計画がどのように進んでいて、将来の期待

する商店街にどのようにそれが反映していくのかということ、この２点についてまずお伺いいたし

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、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商店街の振興対策についてお答えを申し上げたいと思います。御

案内のように、本町の商業取り巻く環境、少子高齢化、そしてまた人口の減少による影響とさらに

は消費が町外へ流出していると。また経済も低迷しているというようなことで極めて厳しい状況に

あると認識をするところでございまして、清里町の顔としての商業は一段と厳しさを増しているの

かなというふうに理解をするところであります。 

私も従前から申し上げておりますように商店街及び各商店商業については、町民の皆さんの日常

生活を支えるそうした生活資材や物資の供給そして飲食サービス業は潤いと賑わいを提供してくれ

ている、そういうふうに理解をしておりますし、町の商業環境を形成する商店街は本当に町の顔と

してのイメージ的な役割も果たしていただいているというふうに理解しております。そうした役割

は、今までもそしてこれからも町民の生活を支え、そしてまちを形成する産業構成上から見ても極
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めて大切なものと認識をいたしております。以上、私としての商業振興に対する考え方、それから

現在の商店商業環境の置かれている立場、将来についての認識を申し上げた次第であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 まさしく私も、ここの町の顔ということでは全く同じ認識をしています。基幹産業である一次産

業は足と腰、この部分はしっかりとした基盤が築かれていると思っております。行政の部分が頭に

なる部分なのかなと思っております。で商店街は、まさしくここをつなぐ背骨の部分で背骨部分が

しっかりしていなければ、ここの産業はますます衰退するものであると。今町長からのお話の中で

食と物販ですか。物資の供給っていう過去の歴史からも非常にその役目は大きなものがあったと思

います。ただしこれは時代とともに変わってきて、それにかわる物資の供給はネットあるいは近郊

のモータリゼーションのもとに、ある程度距離があってもどこでも行けるということで、十分食の

供給だとか物資についても、決してここの本町でなくても間に合うようになってきた。それがまさ

しく衰退する１つの要因であろうと思います。 

一番大事なのは、従来からここの商店街っていうのは、町のコミュ二ティをつくってきたんだろ

うと思うんです。ここが一番大事な部分なんだと思います。町ではいろんなイベントがされていま

す。このイベントがその役割を果たしていると勘違いしている部分が多分にあるのかなと思ってい

るんですね。実際に町を形成する足腰をしっかりとした農業基盤、そして頭の行政の部分、そして

ここをつなぐ背骨になるあるいは顔になる部分の商店街がどんどん衰退していっている現状であり

ます。それほど不便に感じないっていう部分も、時代とともに変わってきつつあるんですが、ただ

し商店街のない町は、全国津々浦々どこも無いんです。商店街が無くなっているところは皆合併さ

れて一生懸命頑張っている、生き残っている。ここが上手くいったよっていうところは、いろいろ

調べました。残念ながら合併の中の一つに、上手くいっているけども合併してしまったということ

で、なかなかそこの地域はそれから大きくなれていない。ただしコミュニティだけはしっかり出来

てきている。小さいながらも大事なコミュニティだけはしているというのが現状だと思います。 

もう一つ大変重要な商店街というところで私の思っている部分は、これも町長と共有したいんで

すけども、人口集積がそのまちの消費の受け皿になっている。ここの部分が非常に大事な部分で、

その町の総生産額ですか。これはその町の豊かさをつくっているんだろうと思います。その中に賑

わい、消費高っていうのを吸収しないと。この町が皆で働いた部分がどんどん外に出ていってしま

う。あくまでも、この消費をどれだけ自分のところに吸収するか、ここが町の豊かさをこれからつ

くっていかなきゃいけない大事な部分なんですね。４千２００人っていう人口が、ここにあるんで

す。生活する中でいろいろな形のマーケットがその中には存在します。たかが４千２００人って言

いながら、この部分の消費高っていうのは大きいものがあります。これをどれだけ自分の町で消費

を吸収するか。これが非常に大事な部分だと思いますので、その重要な部分を町長一言で結構です。

もう一度、その重要性についてお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 商業振興の関係でありますが、基本的に先ほど申し上げたとおりでありますが、そういう中にあ

ってもやっぱり最寄の立ち寄りコミュニティを形成してきた。そのとおりでないかというふうに私

も理解をするところであります。それと清里町の消費高というのは統計、商業統計等から見ると、

大体５０億から６０億ぐらいが現在の清里町の消費高というふうに捉えられてございまして、人口

が４千３００の約６０億の市場があるんだということは事実だと。ただし昭和４０年代に消費高と

いうのは、８０億近く実はありました。それから見ると半分とはいきませんけども、７割ぐらいに

落ちてきているのではないだろうかと。これも今議員の方からありましたように、インターネット

通販で買えるですとか、また近いところに大型店が出来て、そちらの方にモータリゼーションの中

で出掛けて行って買い物をしてくるというようなことが大きく影響してくるんだろうと思っていま

すし、またある一面は、少子高齢化でだんだんお年寄りの人数が増えてきていますから、一般的に

はお年寄りというのは若い人からみると消費が減っていますから、そういう部分も影響しているの

かなというようなことで考えているところでございます。 

いずれにしても商業というのは、やはり先ほど申し上げましたように地元の日常生活を支えるベ

ースとなる機能と役割を持っているというふうに思っておりますし、また清里町の基幹産業という

のは、私は今でも昔からも農業というふうに捉えているところでありまして、その対をなす部分で

の商工業という感じで捉えてきたわけでありまして、それ自体の地域の経済産業を支える１つの農

業と対をなす部分での商工業の役割という部分もあるんだろうというふうに思っておりますし、ま

た先ほど来出ております商業形成上のまちづくりとしての顔としての役割があるのではないかとい

うふうに理解をしているところでありますから、基本的にやはり清里町、またそれぞれの町におい

ても顔となる部分は、やはり商工業を中心とする商店街の形成ではないかというふうに理解をして

いるところであります。以上申し上げます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今町長のおっしゃるように、商店街が町に大変な重要な役割をしていることについては、同じよ

うに認識をしているところだと思っております。商店街がなくては町が形成されないんだというこ

とも、同じ認識でいると思うんです。したらこの町の商店街はどうなっているだろうか、この先ど

うなんだろうかと言った時に、私もここの町の商店の中で商いをさせていただきました。そういう

面ではいろんな立場で理解できる部分も多分にあります。一番大きな部分は、自分が商売している

時にどういう気持ちで出来るのか。将来の町をどうしたら良いかっていうよりも、今の現時点をど

うやって過ごすかっていう、どうやって事業を継続していこうかっていうことの方が非常に大切な

ことになるんですね。将来の町より自分のことがまず何といっても大事なことになります。そうす

ると将来は誰が考えるんだろうか。やはりこれは商業者のいろんな意見だとか、将来を見て、間に

ある商工会が非常に重要な役目を果たし、その商工会にどうやって動いていただくかっていうのは、

行政の仕掛けなんだろうと思います。 

この一番最初の呼び水になるべき行政からの財源ということが大きな部分、それともうひとつは、



68 

いろいろな知識知恵であります。行政がこの町の商工業に対して、どういう施策をやってきたのか。

既に私の方から、資料はお渡ししていると思いますので、ここから見えることがいろいろあります。

これはまた再度聞いていきますけども、その中で一番大きな部分は、僕はむしろ一生懸命頑張って

きたんだなと思うんですね。この数字を見たときに非常に大変な中に数字がほぼ横ばいの中でつい

ています。こんなに頑張ってきたんだなっていうよう印象を持ちます。まだまだ大変な思いをして

いたんだろうなという数字だと思ったんですが、現実には非常に頑張っておられる数字が見えてい

ます。この認識のもとに今までいろんなアンケートを取られております。その中でやはり買い物が

不便だ。これまっ先に出てくるんですね。いろんなことで数字がその中に出ております。これに対

して何の施策をしてきたのかって言ったときに、私は疑問を覚えております。ここ何年かずっと施

策については変わってないんですね。この施策の認識を町長はどのように思っているかをちょっと

お聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町が行ってきた商工振興に対する施策の経過等でございますが、町においてはこうした状況

を十分鑑みながら、それぞれの施策を打ってまいりました。一つとしては、平成２３年から新店舗

の展開に対する支援対策。それから次の年からは、店舗の改修に対する支援対策。そういうものも

やってきておりますし、また中小企業融資制度の見直しをしながら借りやすい、それと負担の少な

いような制度へ徐々に切りかえをしながら、今日を迎えておりますし、商店街それから商工会に対

する全体的な支援、個々のお店に支援をするという対応が取れないもんですから、商店街や中央商

店街部分それと商工会を通じながら、その施策を打たさせていただいております。その中には、今

ありましたように、にぎわいまつりだとかプレミアム商品券だとかまた中元セールそれから全戸年

末に配布しているカレンダーだとか、様々な事業の展開をしておりますし、基本的には商工会さん

との中で、夏は花でそして冬はイルミネーションで商工会に賑わいを持たす、潤いを持たせていこ

うというようなこと、これもずっと続けていただいている事業でありまして、これに対する支援も

行ってきたところでありますし、当然商工会さんとしても、そういう事業の中で展開をいただいて

きたというふうに理解をしているところでございます。 

ただし、今申し上げましたこうした施策のほとんどは、それぞれの課題への対処療法的な内容で

はないかなというふうに私自身も理解をしております。今後においては、商店街やそして各商店の

将来ビジョンを見据えた上でどう展開をしていくかというのが、極めて重要になってくるというふ

うに考えているところでありますんで、魅力ある商店街づくりに向けた中長期的な振興策のあり方

について商工会または商工関係の皆さん、そして町民の皆様を巻き込んだ中で、先ほど話したよう

に、４千３００の人口という市場があるわけですから、これをいかに地元に取り込んでいくかと町

外に流れる部分をいかに地元に取り込んでいく。これをやっていかなければ抜本的な対応としての

施策は出てこないんだろうと。今まで申し上げました商店街の店舗の改修だとか新店舗にするとき

の支援だとか、これはあくまでも対処療法的な部分であって、将来ビジョンを見越した中で、どう

この町の商店街を維持していくんだと。そこに発展性を見出していくんだいうことを、これからき

ちっとやっていかなければならない時期に入ってきているというふうに認識をしている次第でござ
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います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今答弁いただいたように、これから進むべきについての認識については全く一緒だと思います。

非常に不便でありますっていうアンケートは、これはずっとあるんですね。大事な事は、この地に

住み続ける選択肢をどうするんだという時に、大事な部分が買い物だって町民が皆答えております。

これに対する商店街が、どうその部分を皆で共有してきたんだろうか。商店街が町民から必要とさ

れる商店街の施策をとってきたんだろうかと言ったら、非常にこれは疑問がある。これは当然商工

業者の問題だけど、商工業者をまとめる商工会の問題もあります。で、さらに商工会をどう動かす

かという仕掛けの部分は、まさしく行政の部分にあるんだろうと思います。この部分については、

やはり商工業者のことだからという施策。今答弁いただいたように、新しい事業に対する改修の補

助、融資っていう部分しか手をつけられなかったというよりは、それ以上考えなかったんだろうと。

これは決してここだけの問題ではなくて、全国どこも同じようなことをやっている。でも全国同じ

だからそれで良いということでは無いんですね。時期は遅いかもしれません。でもそのままで良い

のかというと、全くそれは違うんだと思います。地方に住み続ける選択肢をどうやってつくるかと

いうことが大切なことなんですけども。 

私は今年の施策の中で理解できないのが１つ。質問のきっかけをつくったのがここの部分なんで

すが、理解できないのは商工振興費。直接いろんな補助が出ているのは良いんですが、商業活動に

関係するものが今年の予算の中で減額になっているんです。この部分の理解ができない。この辺は

町長どのように思っていらっしゃるのかお聞きします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でありますが、町から支援を申し上げている商工会に対する事業の中身かとい

うふうに思います。全体としては一昨年よりは減額になっておりますが、この減額の理由は、今年

度たまたまレストハウスのところが改修中でありますんで、あそこの場所で従前やっていた、にぎ

わいまつりが、どうしても場所の関係で商工会としては今年出来ないというようなことで、その部

分の事業を本年度限り下げてきておりますので、その部分が少なくなっているということでありま

して、それ以外の部分、全体としては一昨年と変わらない対応をさせていただいたということでご

理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 
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○３番（河口高君） 

 この件については確認させていただきまして、このにぎわいまつりの会場の都合上、トイレが使

えない、あそこの場所でにぎわいまつりができないっていうことの解釈。そしてもう１つは、今ま

でいろんなイベントの助成は、イベントのかかる費用の２分の１っていうことが、予算計上となっ

ている。ここにも問題があるんだろうと思います。商店の方があるいはいろんな方が、日曜日店も

締めてイベントに行くんですね。そこで各商店が商いをして利益を出せるのであればベストです。

ただし町を全部閉めて違う場所でイベントをやるんですよ。町民皆さんのいろんな形のコミュニテ

ィの役目もありますけども、ここに賑わいをつくる大事な部分なんです。このイベントの費用を２

分の１ですよ。私は店を閉めて行っている、当然商工会の要望される３分の２なんて当たり前じゃ

ないかなと思っていました。受益者負担という考え方をすると２分の１ということもあるんですが

言うだけ利益があるんだろうかといった時に、私は一つ疑問があるし、今後町の中でやるイベント

については当然２分の１、それは解る。ただし会場を変え店を閉めてイベントを一緒に、この町の

ために賑わいを作っている事業については十分な検討が欲しいっていうのが私の考えであります。 

にぎわいまつりの部分が減額になったよということが不満のあるところであります。大変重要な

部分なんだろうと思います。私はにぎわいまつりはちょっと難しいなということでお聞きしていま

した。昨年あるいは今年に入って最初でしょうか。町の方に決してあそこの場所でない、大事な自

分たちのにぎわいまつりは、小さくなっても良いから町の中でやるのは出来ないものだろうかと言

っている矢先に、どうしても商工会さんが町の予算の中で無理ということで、削除ということにな

ったそうです。そこに私は問題点があると。商工会自身の問題点もありますけども、むしろ行政は

なんとかこの予算置いといて、小さくても良いから出来れば町の中でぜひやって欲しいと訴えるの

が行政の立場なんだろうと思います。腰が重くなるこういう商工業者、あるいはいろんな関係者こ

れをどうやって上手にやる気にさせていくか、こういう仕掛けはまさしく行政の役目なんだろうと

思います。どうやって動いていただくかということについての仕掛けはまさしく行政の重要な部分

だと思っているし、疲弊する業者の方もだんだんこの雰囲気の中で重くなってきています。動き一

つ一つが重くなってきている。これをどうやって動かしていくかっていった時に行政と商工会、大

事な部分なんだろうと思います。単純に予算をとってしまったことに非常に不満を覚えている一人

であります。 

むしろ勘ぐってしまうと、オープンの交流センターがある。そこでもまた同じようなことがある

ちょうど都合良いななんていう、そういう勘ぐりを覚える一人でもあります。今まで毎年同じ予算

で、これだけ疲弊する商店街にどういう施策あるのと、ずっと同じことを繰り返してきた中で一つ

のイベントを止めた、そしたらすぐその部分を削ってしまおうと言う、この辺の感じって言います

か感覚について、私は非常に不満を持っている一人であります。この辺どういう経過になったかと

いうことについては、いろいろあると思いますけども、今後その辺の助成の仕方が、２分の１が本

当に良いんだろうかということについて、どうやってそのイベントを継続させるかという仕掛けの

部分も非常に大切な部分だと思いますので、この辺を伺います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただいまのイベントにまつわるにぎわいまつり事業の中止の関係でありますけれども、これらに

ついて事前に商工会の方と事務局同士の話し合いが行われております。その時点で基本的に、にぎ

わいまつりは大変な作業になってきたと止めていきたいという話で、それとたまたま今年は場所の

関係等もあるということで、今年度は中止だということであります。これについて私としては前に

も一回話をし、実はやっていただいたこともあるんですが、商店街と離れたところでやっても相乗

効果って極めて難しいし、町の中でやれないものでしょうかということで何回かお話をし、かなり

前になりますけど、駅前でやられたもんですから。逆に駅前ですんで、うちの町の市街地の形成上、

駅の方と離れておりますから、通りがかりの人が何をやっているのか解らない、場所が全然見えま

せんので。そんな不便さもあったというようなことで、また旧ふれあい広場の方に移ってしまった

というような経過でありまして、私たちも出来れば大規模でなくても良いから、個店のところの前

をうまく利用しながら立ち寄ってもらう、それこそコミュニティ形成としてのイメージで、にぎわ

いまつりだとかそういうものを順番でも良いからやっていっていただければ、人が来ていただける

きっかけになるんではないかなというふうに今でも思っている次第でもございます。 

今回の部分については、にぎわいまつりとして従前からやっている方法については、今年は場所

的なものもあってやむを得ないというふうに思っている次第であります。これからにおいても、商

工会さんの方とも十分内容を煮詰めていきながら、途中からでもそういう形でよし今年やってみよ

うということになれば、また議会の皆さんとも相談させていただいていろんな対応をとっていけれ

ば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） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 はい解りました。いろんな形で商工会さんを含めて、実のあるイベントにしていっていただきた

いと思っておりますし、いろんな形でお手伝いしたいと思っております。 

それで資料を渡している中で、戻りますけども清里町の補助金振興事業ですか。この辺は平成２

２年ぐらいからほとんど変わらずにきて、その中でわくわく商品券が本当にこの町の力になってい

たのかっていうと若干それは疑問に思う部分もありますけども、その効果もあって総売上高がそれ

ほど変動なく推移してきたんだろうと思います。ただし商店の数が今後また減る予定でございます。

当然この数字は減っているんだろうと。いろんな商品券をつくろうが、消費の受け皿が減れば、間

違いなく減っていく、これも現実の姿であります。その中で数字を見ていくとやはり商品券を出し

たときの約４割強が食料品で使われている部分。生活の部分だと思います。一番大事な食を提供す

るということの部分が数字にも出てきている。また２３年度の３月地域振興券交付、その分がプラ

スになってきたのかというと、数字を見ていただけばよろしいんですが４千３００万円ですね、４

千３００万強かけて、平成２６年度はその分が上乗せになったのかというと、数字を見ていただけ

れば良いんですが、決してそうなっていない。この４千３００万円が本当に活きたのかなというこ

とはやっぱり疑問な部分もあります。約半分が食料品になっています。これが結果なんだろうと思

うんですね。売り上げの金額は、確保できました、その町の中の消費の金額は確保できたけども、

決してそれが１年間の総売上に寄与してないという現実の問題もあります。これはいろんな形で使
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い方の工夫をしていかなきゃいけないだろうということだと。 

先ほど町の中の賑わいということについても、町長とともに共有できたことだろうと私は解釈し

ております。もう１つの資料の中で、北海道創生総合戦略の中に観光振興による地域と経済の活性

化消費がもたらす地域への経済波及効果の向上、商店街や中心商店街の魅力や充実。これの再生に

向けた自主的な取り組みについてを促進します。清里町の過疎地域自立促進町村計画の中でも商品

の流通などの商工業者を取り巻く厳しい環境の中、商工業者らが自主的に取り組む事業を支援する

となっています。もう一つこの中の実質的っていうところに各商工業者の勢いって言いますか、意

欲が非常に小さくなってきているのかなと。それはしょうがない事になってしまうんだろうか。５

次総合計画の中で語られています地域密着の新たなサービス提供の取り組みの推進と支援をします。

既存イベント事業の見直しやＰＲ情報発信事業の強化で、もう１つはにぎわいのある地域経済が循

環し、商業環境が実現されている姿となっております。その事業が、先ほど町長が言われる店舗出

店改修補助制度と雇用拡大、今年新しくできた中では、雇用拡大奨励金があります。それともう１

つは中央商店街協同組合に対する助成と、この３つが書かれております。私はこれが従来の施策と

その賑わいのある地域経済が循環し、商業環境が実現される姿への具体的な例えば何か計画が持た

れているのかどうかということを１つお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町における商業振興の具体的な内容でございますが、今もございましたように１つとしては地元

消費を拡大させるという意味において、プレミアムわくわく商品券に対する支援も行っております。

この支援は先ほど来ありましたように５割支援ではなくて９５％支援で、町がそれに対する対応を

行っているということでありますし、その他に町単独の補助事業だとか交付金事業の一部を地元の

商品券として交付をさせて、現金でなくて、地元で使える商品券として、これがだいたい１千５０

０から１千６００万ぐらいになってきています。平成２４年からスタートさせたんですが、その時

点から少しずつ枠を広げてきておりますので、さらにこのわくわく商品券の他にやってきておりま

す。その他、昨年の場合は、国の地方創生、景気の好循環を地方の津津浦浦までというようなこと

で新しい交付金制度の中で地域振興券についての支援をいたしますと国の方の制度があったもんで

すから、それを活用して我が町の場合については、地域振興券ということで住民の方お一人につい

て１万円の交付をさせていただきます。これについてその部分がそっくり消費が上乗せになったの

かということになると、これはまた違う要素があるんだろうというふうに思っていますが、町民そ

れぞれの個々にしてみれば使うお金がその商品券に切りかわっていったということですから、全体

としての消費は起きてきたんだろうし、それも地元での商品券ですから、それを持ってよそへ出て

買い物をしたというわけでありませんので、全体としてはそれらの波及効果というのも一定程度あ

ったんだろうというふうに私は理解をしております。基本的にはそれを取り入れて何とかプラスア

ルファで現金も一緒に使ってもらうというふうなアイデアがすんなりと出て来れば非常に効果は高

いものになったのかなというふうに思っておりますけれども、それらについては各お店の中でいろ

んなポイント制だとかいろんなものを使って消費を伸ばしていただく努力もしていただいたところ

でありますから、そういう意味においても一定の方向性はあったんだろうなというふうに理解をし
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ているところでございます。 

また、それぞれの団体また町での地方商工振興に対する施策の対応でありますが、町においても、

現在は第５次の総合計画後期５カ年のスタートの年になっておりますし、また国の法律ではありま

したけども、まち・ひと・しごと創生の総合戦略に対する施策の対応としても多くの皆さんの御意

見をいただきながら昨年１０月に纏めさせていただいています。そういう施策に基づいて新たな事

業展開、支援方策というのを、この２８年から実施していくことになりますし、たまたま国の制度

でありましたけども、過疎債にかかわる過疎計画というのがあるんですが、過疎法はちょうど２７

年で１０年ずつの時限立法で来ておりまして、これが切れました。新たな２８年から１０年間の計

画として、それぞれの町が樹立をし、認定をいただく。その認定があれば事業項目の中に入ってい

る各事業については過疎債を希望することができると。希望するかしないかは、それぞれの町のあ

れですが、法に認められた計画として議会の議決をいただくというようなことで、清里の場合も今

般終わらせていただいたということでありまして、その中にもあります商店街の賑わいの再生事業

だとか商工振興事業。その中にも盛り込みながら計画を進めていくというようなことで今進めてい

るところでございます。 

また今回提案させていただいている事業の中でも少しずつですね、従来からやっている事業でも

中身を少しずつ改善できるものについては改善をしながら進めてきておりますから、従前としたら

同じ事業名でも全く同じかというと中身が少しずつ変わって皆さんが使いやすい、お店屋さんも使

いやすいそして負担の軽減になるような方向性を少しずつ入れながらやってきている。これも財政

的なものがありますから、町の健全財政の範疇の中でということにはなりますけれども、そういう

ふうに進めてきておりますし、今回もこれも抜本的な要素ではないと、先ほどからも申し上げてお

りますが、そういうような中身の１つなのかなと思っていますけども、雇用の拡大に対しても支援

施策を打っていきたいというようなことで新たな事業としての展開としても、その中に入れていき

たいというようなことでございます。 

いろんな部分、これから全体として進めていくために商工会はもちろんでありますけども、中央

商店街や各お店の皆さん方の将来ビジョンをどう捉えながら、そして一緒になってこの町の消費を

しっかりと支えながら、そして地元で購入をいただく、地元での消費が上がっていく、そういうよ

うな運動展開とあわせた商業振興対策というのが必要になってくるというふうに理解をしていると

ころでありますので、そういうような方向に向けて、また鋭意皆さんとの意見交換もしていきたい

というふうに考えている次第であります。 

失礼いたしました。過疎計画の部分については、過疎法は１０ヵ年ですが、計画自体は５年の計

画ということになりますので、今年その５年間の部分の議決をお願いいたしましたけれども、また

５年後ということになってきますので、それについてもひとつ御理解を賜りたいというふうに思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 まさしく答弁いただいたように、従来の計画から初めて５次総合計画の後期５ヵ年の中にこの商

業の部分に文言が変わってきたということに好感を持って、これがどうやって実施計画になってい
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くのかっていうのは非常に楽しみにして思っている。いろんな意見だとか、知恵がどうやって反映

できるのかということも楽しみにしている一人であります。 

３月に入り、東北震災のニュースが毎日取り上げられていると思います。この中で商店街ってい

う取り上げは非常に多くの情報として皆さんの目に映っていたんだろうと思います。全く無くなっ

たところから、商店街をつくり上げるということの中で、いろんな問題点もたくさんやられている。

そこに１つの知恵があるのかなと思っております。それも参考になる部分もたくさんある。いずれ

にしても全くないところに町をつくろうという中、これは商店街が必要なんだろう。その中でコン

サルの方がまさしく商店街は、そこの町の背骨であるんだよということを強く言ったところは印象

に残っていた部分であります。 

この町は４千２００の人口のマーケット、これも町長と同じ認識でいるわけです。そこにあるマ

ーケットをどうしたら消費に繋げるか。いろんな形で町民消費者の多様化にどうやって対応できる

のかということもいろんな知恵と工夫をしていかなきゃいけないことなんだろうと思っています。

そこで何もしなければ、将来は何も変わっていかないなくなってしまう。この現実だけははっきり

しているんですね。ただしこうやったら絶対効果がありますということも何も無いんであります。

ただそこにどうやっていくか。将来を見たときに、最初に手をつけなきゃいけないこと。これ非常

に一番大事なことなんだろうと思いますが、当事者、商業者、そしてそこを取りまとめる商工会そ

して行政による議論がどこまで今までされてきたんだろう。ここの商店街をどうしていかなきゃい

けないのか、どうあるべきかという本音の議論の中で何を取り上げていけるかと言う場をまずまっ

先につくっていただきたい。どうしても行政の側は構えてしまうんですね。実際、いろんな結論出

てからテーブルに一緒につこうとするとひとつ構える部分がある。それ以前の段階で一緒になって

いろんな問題を議論する場を最初につくっていただきたい。これはすぐできることですね。そして

プロジェクトチームを作れば良いんだろうと思います。その中で、どの部分が出来るかっていう情

報が必要だなという消費動向アンケートだけではなかなか進んで行かない。でも、この部分につい

てはどうやって町民に理解してもらえるだろうか。この部分はどうやったら進んでいけるかという、

その議論の中でアンケートのとり方が出てくるんだろうと思います。こういう情報を出したら、ど

うやって返答くるだろうかということが大事な部分になってくると思います。 

次に今年度から始まる観光交流施設。まさしくここの町は通過型の観光地であります。どうやっ

て消費の受け皿をつくるかというそこに新しい創造がなければ何もならない、観光事業にならない

のであります。あそこで何ができるだろうか、どういう消費の受け皿になるか。いかに町の中で、

その通過型の観光客の消費をどうやってつくるかという工夫をしていかなきゃならない。その大事

な部分が商店街という役割。ただ従来から問題点があったのは、中央商店街組合補助っていう括り

になると、商店街じゃない部分も。これは行政の考え方もありますけども、町の中を１つとして解

決していく、これも重要な部分になるかと思っています。これはまさしく行政指導、あるいは商工

会が仕掛けていかなきゃならないことだろうと私は思っております。 

この辺の中で、具体的に例えばその場所だけにＷｉ-Ｆｉ環境をつくっていく。町の中の全部では

だめなんですね。やっぱり１場所だとか。観光とリンクしたＳＮＳですね、スマホで常にいろんな

情報が見れる。これは将来の観光と町の中のリンクされた部分、非常に大事な部分かなと思ってお

ります。で、大事なのはもう１つ、一店舗、誰かが一人勝ち。これはだめなんですね。１つは皆さ

んがそれなりに意欲が小さくなった中で、共同事業でどうやって仕掛けるかっていう。これを皆さ

ん、同じ当事者との話、議論の中で検討したらどうかなという一人であります。その中でいろんな
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工夫があります。こんなのどうだろうかという案はたくさんもっておりますけども、その辺の入り

方、必要とされる商店街になるための自主的な取り組みの事業にできるか。これはまさしくどうや

って議論の場をつくっていくか。仕掛けをつくっていくかというのはやっぱり行政の一番の役目か

なと思っておりますんで、そのへんの考え方について伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 商店街の今後のあり方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が、基本的に

は町の中の商店街については、従来の町民の皆さん方の日常生活を支える本当に背骨としての部分

なんだろうというふうに、これがベースになってきているだろうというふうに私は理解をいたして

おりますから、ここに単純に観光だとか云々スポットに当てはめても、そこで発展できるかという

ことになるとまたちょっと違う。基本的にはやはり先ほど来申し上げております４千３００人の消

費を受けとめる受け皿としての商店街が、従来からのまちを形成している部分の顔であり、商業振

興のそういう産業であるというふうに理解しております。 

ただ時代が変わってきていますから、交流だとか、体験滞在型だとかそういういろんなツーリズ

ム。昔でいう物見遊山的な観光とは違うツーリズム的な観光の中でやはり滞在をしてもらって、そ

の中から少しでも消費につなげていけるという部分もこれからは並行して進めていく要素は十分に

あると。またやっていかなきゃならんだろうというふうにも思っております。 

そういう部分を踏まえながら今後の第５次総合計画やまち・ひと・しごとの総合戦略で打ち出し

てきた施策との相成った中での商工振興のあり方という部分の研究をしていかなきゃならんだろう

なというふうに思っております。当然商店街としての魅力をつけないことには、どうしたらそこへ

立ち寄っていただける、またいろんなコミュニティの場としての形成もなければ、何か入りにくく

て嫌だなということが先行してしまうというようなこともありますんで、やはりそういう部分の再

生を改めてどう考えていくか。これ商店の皆さんも当然そうですが、商工会、また中央商店街、そ

れから関係する多くの関係機関や団体の皆さん、そして一番大事なのはやはりそれを中心になって

いる消費者の皆さんのニーズをいかに受けとめていくかということが無ければ、それは上っ面だけ

のものに終わってしまうというふうに考えております。 

先ほど来申し上げておりますように、そういう意味において商店街、商工会また商業振興中長期

的な見通しと、計画の必要性というのが至っているんだろうということでありますので、そういう

部分においていろんな町の先進事例もありますから、我々としてもしっかりと勉強しながら、共に

その地域の顔として、産業の形成の場として、また日常生活そして多くの町民の皆さんの潤いを与

える顔としての商店街のあり方について研究をさせていただきたいというふうに思っていますし、

具体的にはこちらの方から仕掛けるとか仕掛けないとかということでなくて、商工会さんとも十分

に話し合いをしながら、そういう場の設置等についても、議論をさせていただきたいというふうに

考えている次第でもございますのでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 
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○３番（河口高君） 

 認識については私も町長も同じ思いで進んでいるということだろうと私は解釈しております。先

ほどデータで見ていただくように、何が町民から期待されているのかというと、やはり食の消費の

部分が何といっても大きいんですね。ここに手をつけないとしたら、それがどういう形でできるの

かというのは、これからいろんな形があることだろうと思っております。その辺を十分に必要とさ

れる商店街づくりということではどうやってやるか。過去の事例は、全国どこも上手くいっている

ところは全くないんです。ここが新しくつくらなきゃいけないんです。先進事例っていうのは、こ

の清里町自らつくる以外に、同じ町民がいるわけでないですから。あくまでも自分の町がつくる以

外には解決していかない。これが事実なんです。 

最後にこの清里町４０年ぶりにまさしく、二元代表制の町政がスタートした年と思っております。

まさしく町民がここを選んで、新しいまちづくりにスタートした新しい町長でありますし、我々議

会も新しい気持ちで取り組む。そのためには今までと同じ事業では変わらない。非常に大変なこと

なんだろうと思いますが、この質問については相当の覚悟を持って質問させていただくことにしま

した。何の出口も無い、こういう質問って何の役に立つんだろうかって言ったときに、何か１歩か

ら進まなきゃ変わっていかない。そういう面では、覚悟を決めて、この質問にあたったわけですけ

ども、最後にこの商店の新たな取り組みのさらなる町長の覚悟をお伺いまして、一般質問を終わら

せていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 商業振興の極めて難しく厳しい時代に入っているんだなというふうに認識をしている次第でござ

います。時代が大きく変わっておりますから、昔であれば地元の商店を使うというよりも、それ以

上に足が無かったものですから、出ていくこと出来ないという中での全体の消費がされてきたわけ

ですが、大きく時代は変わりました。インターネットで何ぼでも物は安く多様なものが入ってくる

時代になりました。それから車で出かけていけば、ついほんとに３０分か１時間も走れば大商店街

が待ち受けております。そうした中で、こういう地方の商店の生き残り策は、極めて困難性がある

というふうには、私も理解しています。ただ、これが無くなると基幹産業としての一角をなしてき

た商業が消えていくわけでありますから、そうなった時に初めて町民自体も本当に不便さを感じる

んだろうというふうに思います。これから高齢化がどんどん進んでおりますから、今のうちはまだ

車の免許を持って町外に出かけることもできますが、これがあと数年経ったら、どうしても出かけ

ていくことができなくなって、地元で消費をしていくということになってくるというふうに思いま

すから、いつまでも住み続けたいまちである限りにおいては、そうした商業環境がしっかりと整っ

ていなければ、そういう状況ではなくなってくるだろうというふうに思うところでもございます。 

新たなまちづくりへのスタートということでの御指摘をいただきました。私も従前からの方法で

はなかなか難しいだろうというふうに思っておりますが、これは本当に大変な決意を持って取り組

んでいかなければならない１つの大きな施策になってくるんだろうと。後ほど観光振興の御質問を

いただきますが、その中でも申し上げていきたいと思っております。新たな挑戦をしていかなけれ

ばならない。後ろ向きの議論よりも前向きの議論をやはりしていかなければ、そして挑戦もしてい
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かなければ、新しい扉が開かれてこないというふうに私も理解をいたしております。ですから、清

里町の将来像の達成に向けた新しい扉を開くための努力を私としても全力でやっていきたいという

ふうに考えている次第でもございます。まずは動き出さないことには、何ぼ議論していても前に進

みませんので、動き出すことをこれからもしっかりと対応していくことをお話申し上げて答弁とさ

せていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで河口高君の質疑を終わります。ここで１０時４０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２４分 

再開 午前１０時４０分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。次に堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 今回、私は清里町の教育の振興について質問させていただきます。 

近年子どもたちを取り巻く環境は携帯ゲーム機やスマートフォンの登場で大きく変化しています。

また子どもたちが悲惨な事件に巻き込まれたりですとか、いじめなども社会問題となっています。

このような社会情勢の中、清里町では平成２８年度から５年間の清里町教育推進計画が策定されま

した。この中で学校教育においては確かな学力、豊かな心、健やかな体。この３つをバランスよく

育てることが大切だとありますが、教育長はどのように考えておられるのか。清里町教育推進計画

策定の基本的な考えとあわせてお聞かせください。 

次に２点目、良好な教育環境の整備について。子どもたちが安全に、落ちついて学習するには学

校施設やスポーツ施設の整備が必要です。古くなったり、または危険を伴う施設は計画的に改修し

ていかなければなりません。例えば毎年砂ぼこりに悩まされる中学校のグラウンド。また、緑スキ

ー場も安全で滑りやすいスキー場の整備が必要だと考えます。あるいは、古くなった野球場の安全

確保など子供たちの安全を守り、安心して快適に学習できるように計画的に整備していかなければ

ならないと考えます。また光岳小学校、緑町小学校の小規模校へのしっかりとした支援に加えて、

今後のあり方の検討も必要だと考えます。清里高校も３７人の出願があり、新たな支援策の効果と

思いますが、入学した後もここで学んで良かったと思えるような特色と魅力ある学習環境を整えて

いただきたいと思います。教育環境の整備についてお考えをお伺いいたします。以上２点よろしく

お願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいまの堀川議員の御質問にお答えをいたします。 

まず最初に清里町教育推進計画策定の基本的な考え方についてでございます。本町の教育はこれ



78 

まで第５次清里町総合計画の教育分野の基本目標及び平成２３年度から２７年度を計画期間とする

清里町教育推進計画の基本目標でもある豊かな心と文化を育てる学びと交流と人づくりのまちを目

指して推進をしてまいりました。この間、社会環境は大きく変化し、特に少子高齢化の一層の進展

は、地域の存続を脅かす大きな問題となっております。また、議員御指摘のとおり子供たちを取り

巻く環境も変化し、スマートフォンやゲーム等のメディアに起因する問題や読書離れのほか、全国

的にはいじめや不登校、少年犯罪子供の虐待などの問題が深刻化しています。このような中、子ど

もたちが健やかに成長し、活力のある地域づくりを行うためには教育の役割が大変重要であるとい

うことは、言うまでもなく教育環境を整え、計画的に教育施策を展開していくことが必要なことか

ら、今年度平成２８年度から３２年度までの５年間を計画期間とする新たな清里町教育推進計画を

策定いたしました。なお本計画は町民一人ひとりが生きがいを持ち生涯にわたって学び続けること

の喜びを感じ、ふるさと郷土に誇りを持ち、未来に向かって人と文化を育む教育のまちを推進して

いくことを基本目標とし各種施策に取り組んでまいります。 

まず学校教育の推進についてでありますが、清里町の未来を担う子供たちが夢や希望を持ち、健

やかに成長していくことが私たちの最大の願いであります。変化の激しいこれからの社会の中で生

きる力の要素としての確かな学力、豊かな心、健やかな体の知徳体のバランスをよく育てることが

大切であり、未来を担う人材として心身ともに健やかに成長していくことができる教育環境の整備

充実が求められております。そのため児童生徒の能力や可能性を伸ばす魅力ある学校教育を推進す

るとともに、安全で安心して学べる教育環境づくりを促進することが必要であると考えております。 

２点目の良好な教育環境整備をどのように進めていくかについてでございます。児童生徒が心身

ともに健やかに成長するためには安全、安心とともに多様な可能性を伸ばす教育環境を整備するこ

とが必要であり、そのためには児童生徒が良好で安全な環境で学ぶための学校施設設備の整備、多

様な学びに対応できる教材等の整備を計画的に進めることが重要であると考えております。清里中

学校のグランドにつきましては、議員御指摘のとおり風の強い日には土ぼこりが舞い上がり、学校

現場等に大変御迷惑をおかけしている状況にございます。現在、土埃飛散対策のための整備手法を

検討している状況でございますけれども、今年度の対応といたしましては、現状においての適切な

維持管理を行うために学校現場にも協力をいただく中、これまで以上のグランドの状況の小まめな

確認を行い、散水等を行ってまいりたいと考えております。またスポーツ施設につきましても町民

の健康づくり及びスポーツ活動の場として大きな役割を担っておりますので、御質問のありました

緑スキー場や野球場を初めとした各施設につきましては、安全性や快適性を確保するため計画的な

改修整備を行ってまいります。光岳小学校と緑町小学校の関係につきまして、児童数の減少により

まして複式による学級編成となっておりますけれど、小規模校のメリットを最大限活かし、デメリ

ットを最小限とし、よりよい教育環境の整備と教育の質の充実を図りながら、今後の児童数の推移

や将来の子どもたちの教育を見据えた今後の学校のあり方等を平成２８年度の早いうちに保護者や

地域とともに検討してまいります。清里高校につきましては、平成２８年度は多くの生徒が入学を

する見込みでありますけれども、清里高校総合支援対策事業による特色と魅力ある学校づくりのた

めの支援の充実を初め、教員体制の充実につきましても道立高校ではありますが、北海道教育委員

会への要望をするなど清里高校で学んで良かったと思える学習環境の整備のため、できる限り支援

を行ってまいります。以上答弁を終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ただいまの答弁に学校教育においては、確かな学力、豊かな心、健やかな体。この知徳体をバラ

ンスよく育てていくことが大切だという答弁がありましたが、まず、このうちの確かな学力をいか

に身につけるか。このことについてまず再質問させていただきます。 

今年度行われました全国学力テストと学習状況調査の結果を見てみますと、学力面では概ね高い

学力水準ですが、家庭での学習時間が短く、テレビゲーム・スマートフォンなどを使う時間が長い

傾向がありました。また苦手な教科があってそれをなかなか克服できていない等の問題点がみられ

ました。家庭学習を習慣づけること、苦手な教科をつくらないきめ細かな指導が必要だと思います。

加えて特別に支援が必要な子供に対するサポートもまだまだ十分にはできていないといった声も聞

いています。一人一人の実態に応じた指導の充実と学習する意欲を持たせ、基本的な確かな学力を

しっかり身につけることが重要だと考えます。この件について教育長の考えをお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今御質問いただきました確かな学力の育成についてでございます。議員おっしゃるとおり、

全国学力学習状況の調査結果を見ますと本町の児童生徒の学力は比較的高いという傾向にございま

す。ただ知識、技能等を実生活のさまざまな場面に活用する力が不足していること、家庭学習の習

慣化・定着化がまだ身についていないなど課題が見られます。現在長期休業中の学習サポート教室

加配教員を活用しましたチームティーチングや習熟度別少人数指導などの取り組みを行うとともに、

各家庭には家庭学習の手引や生活リズムに関する啓発資料を配布し、家庭における各種学習習慣の

確立を図ってまいりました。今後につきましてもより一層、児童生徒一人一人の実態に応じた指導

の充実や基礎学力の確実な定着のため、授業の冒頭にはその日学習することの目標をきちっと示し

たり、また最後の方にはその日学んだことをきちっと振りかえる活動を行うなどそういった授業改

善を徹底してまいりたい。また、ＩＣＴ機器等の活用を行い、わかりやすい授業の実施に子供たち

の学習意欲の向上を図るとともに、望ましい生活学習習慣の確立のために家庭に対する情報提供と

啓発を行ってまいりたいと思っております。特にこの家庭学習の手引きにつきましては、現在も使

われておりますけども、本年度中に改訂版を作成する予定でございます。新年度に入りましたら新

たなものを各家庭に配布し、啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。 

また本年２月に小学校と中学校の教員が合同で学力日本一というふうに言われております秋田県

の方へ学校の視察に行っております。秋田県の教育のあり方や学力向上家庭学習の方策等について

研修をし、研鑽を深めてきたところでございまして自分の学校のみならず、町内の教職員に還元す

ることで清里町全体の授業改善、指導力向上等に結びつけ、より一層の学力向上等図ってまいりた

いと考えております。 

次に特別支援教育につきましてですが、現在必要な学校への特別支援教育支援員の配置により、

適切な指導と円滑な学級運営を図るとともに町内の幼稚園、保育所と小中高校の特別支援の教育担



80 

当者さらには町の保健師も加わった中で特別支援教育連携協議会を組織いたしまして、それぞれ連

携を行うとともに、幼少期から高校卒業までの連続した支援体制を確立するために一人一人の状況

に応じた個別の支援計画育ちの手帳を作成をしておりまして、幼小中高連携した指導を行っている

ところでございます。今後におきましても、特別に支援が必要な児童生徒増加の傾向にありますこ

とから、一人一人に応じた指導やＩＣＴ機器等の環境整備を図るとともに、学校家庭地域専門機関

等との相互の連携教育連携協力を一層進めていきたいと考えております。またさらにより質の高い

教育指導を行うために教職員に対する指導研修の充実を図っていきたいと考えております。教員の

研修の機会をもっと増やしていって、その結果を子どもたちに還元をしていきたいというふうに考

えているところでございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 いかに確かな学力を身につけるかということで、ただいま御答弁いただきましたが、先月に秋田

の方に研修に行かれたっていう話も聞いておりますし、ぜひともその先進地の例等を十分参考にし

ていただきながら、この町の教育学力をどうやって上げていくかっていう施策をしっかりと行って

いただきたいと思います。現在も学習サポート教室を実施されておりますし、このほかにも個々に

応じた指導の充実ですとか家庭学習の重要性という話もされていました。このためにはやはり学校

だけではなしに、家庭での協力ですとか教育委員会としての後押しっていうのが非常に大事になっ

てきてくると思いますので、学校との連携、家庭との連携をしっかりとりながら教育委員会として

後押ししていっていただきたいなとそのように思います。 

次に豊かな心の育成についてということで質問させていただきます。携帯電話、スマートフォン

の登場で、子どもたちの生活は劇的に変化してしまいました。スマートフォンに依存し、四六時中

手放せなくなったり、さまざまなトラブルに巻き込まれる危険性も増えてきました。事例としまし

ては、ワンクリック詐欺、不正請求、フィッシング、不適切サイト、遊び過ぎ、ゲーム中毒、いじ

め、悪口、個人情報の漏えいなどなど数え上げても切りがないほどの罠や危険が待ち構えています。

トラブルに巻き込まれた子どもの親の９０％が子どものスマートフォンの利用に対して野放し状態

だったというデータもあります。子供たちにはもちろん保護者も含めて、危険性そして注意すべき

点をしっかりと学習し、理解する機会が必要だと思いますが、この点についていかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今の御質問についてでございます。インターネット携帯電話の関係でございますけども、近

年スマートフォン等の急速な普及に伴いまして、高い利便性を得る一方、児童生徒が無料通話アプ

リやＳＮＳソーシャルネットワークサービス、オンラインゲーム等の利用を通じまして長時間利用

による生活習慣の乱れやネット依存、さらに詐欺、不正請求などのネット被害またＳＮＳによるト

ラブルなど情報化の進展に伴う新たな問題が生じてきているのが事実でございます。 
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本町におきましては自分のスマートフォンを所持している中学生の割合は、約３割程度小学生に

つきましてはごく少数というふうに学校の方でも捉えておるということでございます。ただ保護者

の方がスマートフォン等でそれを使ってのゲーム利用ですとかパソコンやまたゲーム機などのネッ

ト接続可能な機器からのメールですとか、ラインの利用。こういったものも含めますとほとんどの

児童がこういったものを利用した経験があるということを認識しております。各学校におきまして

は北海道教育委員会作成のネットトラブル未然防止の啓発資料を児童生徒また保護者へ配付をする

とともに、中学校におきましては入学説明会のときに保護者に対しまして警察職員によるインター

ネットトラブル防止に関する講話を行ったりということも行っております。また教育委員会といた

しましても子育てを考える集い、子ども会育成研修会等におきましてネットゲーム、スマホとのつ

き合い方をテーマとした講演会を開催するなど取り組みを行っております。いずれにいたしまして

も現代生活におきましてはインターネットっていうのは欠かせないものとなっております。これか

らの子供たちにはそれを使いこなす能力が必要になってくるということを認めつつ、今後におきま

してもインターネットに関する正しい知識、危険性、トラブル回避する方法について、子供たちま

た保護者対象といたしました研修会、啓発活動を学校そしてＰＴＡとも連携しながら実施をしてま

いりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 子供たちがこのような携帯電話スマートフォンなどを間に介したトラブルに巻き込まれる危険性

というのは都会だけの話ではなく、田舎でも十分危険性があると考えます。幸い清里町あるいはこ

の３町では大きな被害は出ていませんけども、そういう危険がたくさんあるということを子供たち

にも十分知らしめる。またその対策というのは子供たちだけではどうしても対策がうてない。例え

ば家庭フィルタリングですとか、そのような対策はやはり家庭を巻き込まないとできませんし、正

直自分もスマートフォンですとか、そのようなフィルタリングに対しては全く理解できていない部

分もありますし、フィルタリングの仕方に対しても、さまざまな方法があるというふうに聞いてい

ますし、その辺の家庭との連携が一番子供たちを守るためには必要なのかなというふうに考えると

ころでございますが、是非家庭を巻き込んだこれらのインターネット、スマートフォン対策をしっ

かりしていただきたい。その上で家庭でのルールづくりですとか、先ほど言ったフィルタリングで

すとかそういうことで子供たちを守る。こういう対策が重要だと思いますが、その家庭でのという

ことについて重ねて御質問したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいまのインターネットのフィルタリングの関係でございます。すでに学校の方でも使用して

おりますパソコン等につきましても、当然こういったフィルタリングの設定をしているところでご

ざいます。この設定方法につきましては、いろいろと各段階に応じた設定が行われるということで、
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実際授業等の活用の中でなかなか設定が厳し過ぎて調べきれない部分があったりするというような

こともございます。そういったことにつきましても学校とも情報をやりとりしながら設定の変更を

行っているところでございます。各家庭におけるこういった設定につきましては、やはりスマート

フォンですとかこういった機器を持たせる最初の段階でそこをしっかりと行っていくことが重要で

あると。１度野放しにしてしまいますと中々後からそこを規制してしまうというところは非常に難

しいということでございます。その辺学校を通じて、家庭にも今後啓発をしていきたい。具体的な

設定方法につきましても、道教委等からはアウトメディアプロジェクトということで、そういった

取り組みの中でそういった手法についての周知等もございます。そういったところを活用しながら、

できる限り子どもたちがそういう危険にさらされることのないようにそういった取り組み、そして

各家庭に対する啓発ルールづくりにつきましても学校といたしましても取り組む中、教育委員会も

支援し、家庭での使い方を十分に留意できるよう支援してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 次に豊かな心の育成についてでもう１点、昨年いじめを防止する、いじめを早期に発見し対処す

るために、清里町いじめ防止基本方針が策定されました。いじめも大きな社会問題となっています

が、ここ数年子供たちが巻き込まれる悲惨な事件が増えています。また殺人暴行等の加害者になっ

てしまうケースもしばしば報道されます。社会情勢の変化、家庭環境・学校環境の変化などさまざ

まな原因が考えられますが、これらの事件は都会だけの出来事ではなく、どこにでも起こり得る危

険をはらんでいると思います。その一方で自ら自分の命を絶ってしまうといった本当に残念なこと

も後を絶ちません。いじめを防ぐ、他人を思いやると同時に一番の原点、命を大切にするというこ

と。自分の命も家族の命も他人の命も一番大切なものであるという、そのような教育がいま一度必

要なのではないかと思います。 

昨年清里高校で、犯罪被害者遺族の立場からの講演会が行われました。大切な人を亡くした生の

声を聞く、貴重な体験だったと思います。このように大切な人を亡くした体験談のようなことを含

め、命の尊さのドキュメンタリーですとか震災の体験談ですとか、いま一度命に対する教育の必要

性を感じますが、この点についてお考えをお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいまの命に対する教育の重要性ということでございます。議員おっしゃるとおり、近年子供

たちが当事者となった痛ましい事件が頻発をしております。命の大切さっていうのを実感として、

しっかりと捉えきれないっていう子どもが増えているんじゃないかというふうに思います。子ども

たちへの命を大切にする心を育む教育に一層充実が求められているということでございますので、

このために学校の教育活動全般を通じまして児童生徒に自分の命、そして他人の命の尊さを理解さ
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せるとともに人を傷つけたり危害を加えたりすることは、人間として絶対に許されないということ

であると。そういったことを強く認識させる指導を行っていくことが大切だというふうに思ってお

ります。 

各学校におきましては、性教育、薬物乱用防止教育教室、人権教室のほか、誕生することの喜び

ですとか、生を受けることへの感謝、生きることの尊さ、死の重さ、自信や夢を持つことの大切さ

なを育む教育活動を現在行っておりますけども、今後におきましてもそういった生や死などについ

て、自ら考えて命のあるものを尊び、命の大切さを実感することができる児童育成のために講師を

招いての講演会または映像等によるそういった指導なども行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 豊かな心を育成するためにも、一番大切であるこの命を大切にする教育といったものをしっかり

と行っていってほしいとそのように思います。 

次に健やかな体をつくる。平成２７年度全国新体力テストが行われましたが、この結果によると

清里町の結果ですが、総体的に女子の体力が低い。そして運動嫌いが多い。男子、女子ともに共通

することですが、これは主に上体起こしとかの結果判断ですが、筋パワー、持久力が低く、そして

柔軟性が低い。つまり体が硬いといった結果が現れていました。運動嫌いを解消するには、幼い時

期から外遊びやスポーツの楽しさを実感できるような取り組みが必要だと思います。川で遊ぶ、山

で遊ぶなどの自然体験活動を地域や家庭と連携しながら進め、普段から運動に親しむ環境づくりが

非常に大切だと思います。子どもたちの健やかな体をつくる、体力を向上させるといったことで教

育長のお考えをお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 健やかな体の育成という部分でございます。議員ご指摘のとおり、平成２７年度の全国体力・運

動能力、運動習慣等調査におきましては、本町の児童生徒の体力が全国に比べて低いという状況に

ございます。特に筋力または柔軟性が低いという傾向であります。体力につきましては健康の維持

増進や意欲気力にも大きく関わってまいりまして、あらゆる活動の源となるというふうに考えてお

ります。各家庭や学校生活を通じて幼い時期から日常的に運動に親しむという環境づくりが必要で

あります。このために各小中学校におきましては毎年この新体力テスト全学年で実施をしておりま

すとともに、体育の授業におきましても弱いと言われております柔軟性、そういった部分の克服の

ために毎回柔軟体操を取り入れたりとか、学校独自でマラソンですとか縄跳びまた一輪車というよ

うな取組みを行っております。また指導する側の先生に対する体力向上に関する研修会を行いまし

て、楽しみながら子供たちが運動できるようにということで、工夫をいろいろとしているところで

ございます。また外遊びの推奨ですとかスポーツの楽しさを実感させて運動習慣の定着を図る。そ
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のためにスポーツ少年団への加入を推奨したり、各家庭にも運動啓発の資料配付などを行っている

ところでございます。また自然体験という区分におきましては、社会教育の事業におきまして、毎

年児童の運動体力向上を目的といたしましたわんぱくジュニアクラブを実施しておりますし、夏休

み冬休みにはたいけん・はっけんスクールということで川や山自然体験の活動を取り入れていると

ころでございます。今後もこういった取り組みにつきまして、なお一層家庭に普及啓発を行ってい

く中、家庭や地域とも連携した中、体力向上に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 子どもたちにとってスポーツ教室ですとかいろんなさまざまな大会への参加を呼びかけるですと

か、先ほどありますわんぱくジュニアですか、それらの参加働きかけということも非常に大事だと

思いますが、それ以前からのスポーツに親しむ、運動に親しむ。このことは、学校はもちろん地域

家庭とともに組んでいかなければならないことと思いますので、家庭生活や学校生活を通じて幼い

時期から日常的に運動に親しむ、環境づくりこのようなことをしっかりと取り組んでいっていただ

きたいと思います。 

次にですが教育環境の整備について、先ほどもお話ししました学校施設の良好な環境整備ですと

か子供たちが学ぶために必要なスポーツ設備の安全な整備ですとか、この件についてお考えをお伺

いいたします。 

先ほども話がありましたが、清里中学校のグランド非常に土ぼこりがあって、体育の授業、部活

動でも結構支障をきたしている。去年の運動会も行かれた方ははっきりわかっていると思いますが、

非常に風による砂ぼこりがひどくて、競技が中断するということもありました。子どもたちが快適

に学ぶためにも清里中学校のグランドは、何とかしなきゃいけないなとそういうふうに考えるとこ

ろでございます。また緑スキー場。数少ない冬の体力づくりのためにも、緑スキー場はこれからも

必要な施設だと考えております。限界を超えるほど古くなった圧雪車の入れ替えを含めた安全で滑

りやすいスキー場の整備の必要性を感じております。今年２月の末から９日間ほど圧雪車の試乗車

デモ車が緑スキー場にきました。圧雪車としては一番小さなタイプとのことですが、圧雪作業の能

率は倍以上で仕上がりも安全性も格段に良くなったと聞きました。今までですと吹雪の後には圧雪

が間に合わず授業がつぶれることもありましたが、圧雪車の能力が上がることで授業への影響もな

くなり作業員の負担も半分以下になると思います。また、野球場もダッグアウトに水が流れ込んだ

りですとかむき出しのフェンスが危険だったりと安全確保の面からも計画的な整備が必要だと考え

ますがいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 まずは先ほどの体力の向上の部分、議員指摘のとおり小さい頃から運動に親しんでそして運動を
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好きになるということがゆくゆく大きくなってからの体力の向上にもつながるということで認識を

しております。そういったことで今年度新たな事業といたしまして、未就学児童と保護者を対象と

した運動教室等も実施をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

続いて教育環境整備につきまして、まず中学校のグランドの関係でございます。議員御指摘のと

おり、昨年の運動会の折非常に乾燥した中強風であったため、大変土ぼこりが舞いまして保護者の

方等にご迷惑をおかけしたという状況がございます。この関係につきまして、数年来よりこの整備

方法についていろいろと検討をしてまいっております。例えば、表面の土が大分経年劣化といいま

すか、年数が経って飛ばされている状況がございますし、下から出てきている土が火山灰のような

土でなおさら飛散が激しいという状況もございます。そういったことで根本的な土の入れかえです

とか、または芝生化というところも実は検討してきているところでございます。いずれにいたしま

しても経費的に莫大な経費が必要になってくるということで、国の交付金等の活用またはスポーツ

振興くじ toto の助成というのがあるんですけども、こういったものも検討しながら芝生化等につ

いても考えてきたところでございますが、なかなか維持管理の部分が大変だというところもござい

まして現在再度土の入れかえ等についてどういった手法があるかということを検討しているところ

でございます。その中で先ほど申し上げましたけれども、散水栓を増やしまして、こまめに水をま

き、できる限り土が飛ばないような措置をとってまいりたい。その上で整備の手法について検討し

てまいりたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

また、緑スキー場の関係でございます。既に３０年近くが購入から経過をしている圧雪車の入れ

替えで中古の車両がないかということで、数年来探していた経緯もございます。実際に何件かそう

いった物件は出ては来るんでありますけども、現実的には他のスキー場において既に使い古された

非常に稼動時間の長いものしか出てきていないというのが実状でございます。そういったことで先

日たまたま試乗車のデモもございまして、私も実際搭乗させていただきました。その状況におきま

しては、大変議員もおっしゃっておりますとおり能力的にも大変すばらしい効率的な作業が可能で

あるというふうに認識をしているところでございますが、やはりこれも大変高額なものでございま

す。新車で購入いたしますと３千万弱の費用がかかってくると。さらにその車両の大きさが現状の

ものよりも大きくなってしまいますので、車庫の整備も必要になってくるということがございます。

またこの緑スキー場に関しましては、緊急的には圧雪車の更新が必要でございますけども、そのほ

かリフトの安全運行のためには絶対必要になってくる補修等が今後出てまいります。そういったこ

とも勘案しながら、平成２８年度の早いうちに今後の緑スキー場の整備方針について検討をさせて

いただいて、町教育委員会といたしましては、議会並びに町民の皆さんへの皆様のご了解を得た中、

整備を進めてまいりたい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。 

また野球場の関係につきましても、これも昭和６３年に一部改修をいたしましたけれども、すで

に２７年が経過をしているということで議員指摘のとおりダッグアウト、そして本部バックネット

周りを囲っておりますフェンス等危険な状況もあるということで、整備が必要であるというふうに

認識をしております。これにつきましても全てを行う上では経費が大変かかって参りますので、年

次計画を立てまして安全で快適な利用ができるように整備を図ってまいりたいと考えているところ

でございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 
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○２番（堀川哲男君） 

 子供たちの安全を守り、安心して快適に学習できるようにお金もかかることではありますが、そ

の辺は計画的に計画性を持った中できちっと整備していかなければならないところは整備していく

ということでよろしくお願いしたいと思います。 

次に光岳小学校と緑町小学校についてですが、次年度全校児童は、光岳小学校が１２名、緑町小

学校が山村留学を含めて７名程度と聞いております。児童数の減少などで複式学級になっているこ

とはやむを得ないことですが、小規模校に通う子どもが不利益を受けないようしっかりとした支援

をしていただきたいと思います。加えて今後のあり方についてもそれぞれの学校そしてそれぞれの

地域にそれぞれの事情があると思いますので、地域との協議をしっかりしながら慎重かつ大胆に町

のリーダーシップのもと検討していかなければならないと考えますが、この件についていかがお考

えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 小規模校の関係でございます。現在両校複式の中で先ほど議員がおっしゃったとおり、本年４月

からは大変児童数が減ってしまうという現況にございます。その中で光岳小学校及び緑町小学校既

に地域の保護者の方を中心といたしまして、現在のお子さんをお持ちのＰＴＡの方、そしてこれか

ら各学校へ入学を予定されているお子さんをお持ちの保護者の方、これらの方と話し合いをしてお

ります。そういった中でそれぞれ保護者の方からの要望、そしていろんな意見がございます。保護

者の方の不安な面ということになりますと、少人数ということで集団生活に馴染むことがなかなか

難しいのではないかというところが一番大きな不安な面でございます。また反面、少人数というこ

とで本当にきめの細かい指導を学校からしていただいているという御意見もいただいているところ

でございます。今後この関係につきましても、２８年度早いうちに両校の保護者または地域の方々

とも協議をしながらそういったメリット、デメリット部分をお互い出しながら、どういった方向で

進めていくかということを十分に話し合いをしてまいりたい考えております。いずれの形にいたし

ましても子供たちに対する教育をしっかりと行うための不利益にならない教育というものをしてい

かなければならないと思っておりますので、そういった部分も含めてまた協議をし、議会の皆様方

とも相談をさせていただきたいと考えておりますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 小規模校に通うことにあたってのメリット、デメリットがあるという話でしたが、メリットは伸

ばす、デメリットはカバーしてあげる。小規模校に行く子供たちが不利益を被らないように、その

辺の支援はしっかりと行っていていただきたいなとそのように思います。また今後に向けての話に

なりますが、保護者、地域の不安を取り除くことも大切ですが、清里町の子どもたちにとって何が

一番必要なことなんだろうか。子供たちがどうしたら一番良い教育が受けられるんだろうか。子ど
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もたち目線にたった中での検討というのも十分検討していただきたいとそのように思います。 

今回私は清里町の教育について質問させていただきましたが、清里町の子供たちが健やかに成長

し、未来に向かって羽ばたいていくために学校教育はもちろん家庭そして地域で子どもたちを支え

ていかなければなりません。平成２８年度からの５年間清里町教育推進計画をもとに未来を担う心

豊かで創造的な人をはぐくむ学校教育の推進にしっかりと取り組んでいっていただきたいと思いま

す。以上で質問を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいまの議員の御指摘のあったとおり、子どもたちのためにどういった教育をするかというこ

とでメリットの部分を最大限生かし、そしてデメリットとなる部分はできる限りきめ細かな対応で、

人数が少ないという部分でいけば、清里小学校または中学校なりとの交流をどんどん促進していく

といったことを行いながら、保護者の不安も取り除くことができるような教育体制をとってまいり

たいと。また全体といたしましては本町の児童生徒、小学校中学校合わせまして約３００名でござ

います。そういった子供たち一人一人のしっかりと状況を的確に捉えて顔の見える教育を行ってま

いりたいというふうに考えておりますので、今後とも御支援をお願いしたいと思います。以上でご

ざいます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、堀川哲男君の質疑を終わります。ここで昼食のため１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時３８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。次に勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 通告に従いまして、平成２８年度町政執行方針に示されました観光振興関係の施策について質問

いたします。国は人口減少に歯止めをかけるとともに都市圏への人口の過度な一極集中を是正し、

それぞれの地域において住みよい環境を確保し、将来ともに持続可能なまちづくりを進めることを

目的として、地方創生を掲げ人口ビジョンと総合戦略の作成を定めました。わが町においても早急

に総合戦略策定委員会が設置され、敏速な対応のもと、まち・ひと・しごと総合戦略が昨年１０月

に作成されました。地方創生が近々の課題として求められている今日、観光に対する注目と期待は

少なからぬものがあります。総合戦略の基本目標である雇用の創出地方へ新しい人の流れをつくる

こととし、具体策として豊かな地域資源を活かした観光メニュー、体験滞在、交流型観光、移住定

住事業の取り組みが示され、第５次総合計画後期５年計画にも反映されたところでございます。観

光と地域振興は密接な関係にあることが伺え、交流人口を有効に活用していくことが雇用の創出を
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含め、町の活性化につながるヒントになり得ることと思います。町長が執行方針の中で観光による

地域づくりに力点を置かれているわけですが、具体的な戦略が見えないように思います。 

そこで次の４点につきまして町長の考え方をお伺いいたします。まず１点目、新しい人の流れと

さらなる交流人口の拡大に向けた具体的な施策についてお伺いします。 

２点目清里情報交流施設として７月オープンに向けて整備が進められています旧レストハウスの

位置づけについてお伺いします。 

３点目として登録申請中の日本で最も美しい村連合加盟に向けた考え方についてお伺いします。 

そして４点目、今年度策定予定の清里町観光計画にかかわる町長の考え戦略等をお伺いします。

以上４点につきまして簡潔明瞭な答弁のほどよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問をいただきました、観光振興施策についてお答えを申し上げたいと存じます。ご

質問事項の１点目の新しい人の流れと交流人口の拡大に向けた具体的な施策についてでございます

が、御案内のように本町では人口減少そして少子高齢化を背景としながら国の法律に基づいて昨年

１０月の末に総合戦略推進委員会におきまして、４つの基本目標から成ります清里町のまち・ひと・

しごと総合戦略策定を見たところでございます。総合戦略の基本目標の１つに新しい人の流れをつ

くるということがございまして、移住定住はもちろんのこと、交流人口の拡大を図るための施策、

そして目標であります移住定住の、そして観光のまちづくりを進めていく中で極めて重要な施策と

いうことでの位置づけでございます。今回のまち・ひと・しごとの総合戦略全体施策の部分で、１

５ページに及ぶその中の５ページを占めるという重要な位置付けにもなっているところでございま

す。なお、これら施設に係る具体的なメニューの関係でありますが、基本的には体験型観光という

形の中で先日明治大学の生徒さん、先生も含めてでありますが、モニターツアーが行われたところ

でありまして、グリーンツーリズムの本格的な展開、そしてまた観光メニューの開発と推進、そし

て産業まつりや斜里岳マラソンなどの各種イベントの開催。そしてさらには町内のホテルや宿泊施

設を初めとする空き家バンクやお試し住宅の活用によるところの滞在型観光の推進、そして何より

も今回の大きな目玉の１つでもあります日本で最も美しい村連合への加盟による参加団体、地域サ

ポート企業との連携と地域間交流などさまざまな施策をついた中での交流人口の増加を図ってまい

りたいというふうに考えております。 

また町政執行方針の中でも申し上げておりますように、１市１０町で構成をいたしております阿

寒摩周国立公園の広域観光協議会。そしてさらには知床観光圏の協議会、そうした協議会がありま

すので、こういう協議会とも連携をしながら、広域観光をどのように今後進めていくのか。そして

また外国人旅行客インバウンドですね。これらの対応についても具体的に検討する段階に来ている

んではないかとそのように思う次第でございます。 

次に２点目の清里情報交流施設旧レストハウスの改築にかかわる位置づけでございます。これに

つきましても、本年の７月オープンということで準備を進めているところでありまして、本町の魅

力をこの中で伝えていきたい。そして清里焼酎などの特産品の販売や清里の食材を活かした食事の

提供そういうものもできる施設として、さらにはグリーンツーリズムを始めとする体験や滞在型の
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さまざまな事業や観光施策についてもこの施設を拠点としながら推進していくという予定でいると

ころでございます。加えて町民の皆さんが気軽に訪れていただける施設として、テラス等ができま

すので、そうしたテラスを活用したイベント、季節の野菜などの即売だとか趣味を活かした交流。

そして発表ができる場としても大いにこの空間を利用していただきたいというふうに考えておりま

すし、さらにはインバウンド観光の対応とそして登山ガイドとまたツアーガイドの育成、派遣の場

としても受け付けや取り扱いができるようなそんな窓口を確保していくということで考えていると

ころでございます。本施設については観光交流を軸とした情報交流施設としてその役割と機能が発

揮できるように管理運営体制につきましてもＮＰＯ法人の清里観光協会との十分な連携のもとで開

設に向けた準備を現在進めているところでございます。この施設を利用してさまざまな活動が交流

人口の増加につながっていく。そしてまちづくりや地域振興が推進されるというような施設になる

ことを大いに期待をしている次第でもございます。 

次に３点目の日本で最も美しい村連合への加盟に向けた考え方でございます。本件につきまして

もこの連合は、昭和５７年にフランスで始まった運動に端を発しておりまして、一度失ったら二度

と取り戻せない農山村の景観や環境文化を守り、将来にわたって美しい地域を守り続けることで観

光的付加価値を高め、そして地域資源の確保と地域経済の発展を図ることを目的に、平成１７年に

美瑛町をはじめ全国の７つの町村でスタートをした連合でございます。今では全国で６０の自治体

と地域そしてサポート会員として、８６の企業が加入されているところであります。この連合の目

的としては、自からの地域に誇りを持ち、将来にわたって美しい地域づくりを行うこととされてお

りまして、その目的の大きな１つは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、地域の自立を推進することとなってございます。そしてもう１つには生活の営みによりつくら

れてきた景観や環境を守り、これらを利活用することで観光的付加価値を高め、地域資源の活用と

地域経済の発展に寄与することとされております。この連合の大きな目的はただいま申し上げまし

た２つの目的に基づくものでございます。清里町には、斜里岳のすそ野に広がる広大なすばらしい

田園景観そして花と緑と交流のまちづくりに代表されるようなフラワーロードや市街地地域、そし

て商店街のガーデニングさらに一村一品運動の以前から取り組んでおりました、特産としてのじゃ

がいも焼酎。そして自治会を中心とするまちづくり運動推進協議会による生活運動やごみの減量化、

資源化の取り組み。さらには花いっぱい運動を通じた住民参加と協働共創のまちづくり活動に加え

て、北海道で２番目の景観行政団体への指定とそれを機に制定されました清里町の観光条例、さら

には観光計画など既にこの連合に加盟するに必要な要件というものについては十分に私は整ってい

るものとそのように判断をいたしているところでございます。つきましては御案内のように、この

２月に町民の努力と協働により生まれてきたこの特色ある農村景観市街地域の景観を町内外にアピ

ールすべき日本で最も美しい村連合への加盟申請手続きを行ったところでもございます。この連合

に加盟するということは他の町では真似のできない地域の魅力を最大限に発揮し、町をブランド化

し差別化することでございます。全国に、そして世界に清里町の名前を発信し、本町の景観や観光

に対する認知度を一層高めて加盟している町村との連携や相互交流そして交流人口の増加を図って

いきたい。そのように考えている次第でございます。 

次に４点目の清里町観光計画の策定に係る考え方でございます。清里町は旧来型の観光の名所で

はありません。そうしたことで観光振興としての産業としての積極的なアプローチがされないで、

今日を迎えている状況にありまして、現在まで町においては、体系づけた観光計画は策定した経過

がございません。しかし、近年観光を取り巻く情勢大きく変化をしてきております。地方経済の活
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性化にとりましても重要な取り組みとして、評価認識がされてきております。また観光の形態も、

従来型の温泉地や風光明媚なものだけではなくなって、多様性が謳われてきております。また観光

客においても従来の物見遊山というよりも体験滞在型というふうに大きく変わってきたと理解をす

るところでございまして、本町におきましても移住定住はもとより、観光による交流人口への拡大

の取り組みが、今後のまちづくりを進める上で極めて重要な施策となってくるものと認識をいたし

ている次第でございます。これらのことを鑑みながらより具体的でより効果的な実践計画としての

観光振興計画。そうしたものを多くの皆さんの御意見をいただく中で策定をしてまいりたいという

ふうに考えている次第でございます。 

以上４点について考え方を申し上げ、答弁に代えさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ただいま４点につきまして、町長より答弁をいただいたわけですが、それぞれに１つずつ再質問

させていただきたいと思います。なお昨年の１２月の定例議会において堀川議員の方から一般質問

で取り上げられましたので、細かなところにつきましては、質問は控えたいと思います。 

一口に新しい人の流れと交流人口の拡大といっても、そうそう並大抵のことではないんじゃない

かなと私は思うところでございます。このたびの総合戦略において近隣そして全道、全国どこの自

治体を見渡しても観光による地域づくりや移住定住の取り組みが見てとれます。新年度予算編成を

終え、同じような取り組みが各自治体において動き出すとすれば、恐らく人口の争奪戦が繰り広げ

られることになるのではないかと危惧するところです。そこら辺につきまして、よく本にはどこを

切っても金太郎あめみたいな施策がっていう感じのことも書かれておりますけど、そこらへんにつ

きまして町長はどのように考えるか、お聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの交流人口等の拡大に向けた具体的な部分でありますが、議員御指摘のように、今回の

まち・ひと・しごと創生戦略。これは国のまち・ひと・しごと創生法に基づいて策定をしたわけで

ありまして、この策定の段階では４つの項目が既に法律の中で、これを謳いなさいということが決

められております。その１つが安定した雇用の創出やその２つ目が新しい人の流れ、要は一極集中

を何とか是正しよう。それから子育て支援、そして生涯にわたって住み続けたいまちづくり。この

４つについて方向性を策定しなさいということでありますから、おおよそこの全国１千７００の自

治体の考え方というのを、それに従ってやるということになれば、ほぼ似たような対応が出てくる

んではなかろうかというふうに思っております。そして私もあちらこちらの総合戦略を見させてい

ただきましたが、ほとんどがやはり新しい人の流れをつくる移住定住交流であります。ですからこ

れをそのまま真に受けてやっても、やはり１つのパイをみんなで奪い合う地域間競争にどうやって

勝ち残るかというのは、その中での戦略になってくるだろうと。私の町としてはその中にさらにイ
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ンパクトを強めるために、今回従来から申し上げていた日本で最も美しい連合に、これそんなに簡

単に入れませんけども、そこに入って何とか地域間競争に勝ち残らなければならんという思いでの

展開をしたわけでありまして、他の地域と掲げるのは同じでも具体的施策の中でやはり差別化をす

る、ブランド化をするということが最も重要になってくるだろうというふうな思いで、この部分に

ついては取り組んでいきたいというふうに考えている次第でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ただ今町長から確かにこの総合戦略の中で４つの事項を決められて、このことに対して私もちょ

っと首をかしげるような部分があって、今までこういうような形で人口問題が始まったわけである

まいし、そのことについて国がこうしなさいということで、ひとつの宿題を与えまして、短期間で

それを克服するような計画を立てるということ自体が実に無理難題を押しつけた部分かなと。そこ

へもってきて今度、先ほど述べましたように人の分捕り合戦が始まるんじゃないかと、一体どうい

うことなのかなって感じるわけですけど。やれと言ったからやってみましたとかそういうことじゃ

なく、将来的にうちの町はどういうふうにしていくんだということを念頭に置いた形で、今回町長

が打ち出した観光っていうものに対して、観光と地域づくりを結びつけるようなそういう形の施策

でなくてはいけないんじゃないかなとそのようにこう思う次第でございます。そう言いながらも町

長もおっしゃいましたように、その１つの争奪戦が始まることだけは事実として否めない部分なの

かなと。そういう形の中では互いに先ほど観光協会の関係の連携の話もありましたけど、それぞれ

がそれぞれの立場で協議をしながらと言いながらも、競争だということだけはひとつの事実かなと

そのようにも感じる次第でございます。 

もう１点お伺いします。このことは他の自治体の真似ごとをしてもうまくはいかないと思います。

町の地域資源をフルに活用した、本町でしか味わえない個性のある体験や感動の与えられるいわば

オンリーワンって言うか、そういう取り組みが必要でないかと思います。町長も先ほどから述べら

れていましたけど、やはりきちっとやっぱりうちの個性を出した、そういうような取り組みでなく

てはいけないかなとそのように感じる次第ですけどそこらへんについて町長の見解をもう一度お伺

いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町におけるオンリーワン的な要素としてどういうふうに発展させていくかということであり

ます。清里町は御案内のように、平成４年の年に農村景観１００選、その中でも特に優れた２０選

という指定をいただいたまちでもあります。そして自然景観、斜里岳のすそ野に広がる田園景観が

認められたわけでありまし、また斜里岳そのものも日本の百名山の１つでもありますし、また山と

して道立公園を単体で持っているというのはうちともう一カ所しかないという、そういう極めて貴

重な斜里岳という資源を有しておりまして、またそういう背景の中で、先ほど申し上げました住民
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の皆さん方でフラワーロードをつくってみたり、また商店街の活性化に合わせてガーデニングに取

り組んでみたりということでも資源を有しているというふうに思っておりますし、また特産品とし

ての焼酎もはるか一村一品運動の前から手掛けてきたと、こういう先進的な地域でもあるというふ

うに思っております。ですから、よその町では清里の町はできない。これだけの活動をして、また

自治会活動も本当にすばらしいものがあります。当時は行政区ということで町の方で行政区長さん

を初めとして町の行事を進めて消化してもらうという仕組みだったわけですが、本来でいう住民自

治活動としての地方自治が清里はいち早く取り組まれて、自治会活動が自主的に行われるようにな

ります。その結果としてまちづくり推進協議会が起きてまちづくり住民大会が毎年のように行われ

てきたと。その中でも生活運動、いろんな取り組みを進めてきます。これはよその町には真似ので

きる代物とはちょっと違います。ですから、そういうものをしっかりと我々も認識をしながら、そ

してよそに出しても絶対誇れる自慢できるそういうものとしてしっかりと位置づけをしながら、こ

れを地域の資源として全国的に売り出していくと。その売り出すひとつの手法として、ツールとし

ての美しい村連合への加入でもあるということでの理解をいただければいうふうに思っております。

清里には今申し上げた以外に本当にすばらしい地域資源がたくさんございます。おかげさんで観光

地として物見遊山的なそういう地域でなかったからこそ、今も大切に残されている資源であるかも

しれません。ですから、さらに上手にここのところの魅力を引き出しながら活用していくと。そう

いうことが今後とも必要になってくるというふうに理解をするところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 たしかに資源は豊富にあるんじゃないかなと思っています。そのような中で、町長も今回いわば

施策について１つの重要な位置づけをされているわけです。ぜひとも一過性に終わらない息の長い

効果のある施策としていただきたいなとそのように思っています。恐らくそんなの１年２年で簡単

に確立できるようなことではないと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

次に移ります。情報交流施設の位置づけについて再質問します。観光振興の拠点施設として整備

を進められている旧レストハウス、７月には完成予定となっていますが、その運営の方法について

お伺いします。先の常任委員会において管理及び活用案についての説明がありました。管理運営に

ついては、観光協会に業務委託されるわけですが、施設の活用案につきましては、多彩な内容であ

り優先して取り組んでいくこと、また段階を踏んで取り組んでいくものと整理されることと思いま

す。ところで職員の配置なんですが、委員会の報告の中では４人、そして５人体制、地域おこし協

力隊にも協力をいただいてというようなことでしたが、果たしてそれの体制で消化がきちっとでき

るようなことなのか。そこについて町長の考え方をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの清里情報交流施設の運営、管理の関係でございますが、その施設を活用して、どうい
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うことをやっていきたいかという部分については、先ほど申し上げましたが、それを具体的に進め

ていくということで、観光協会ともそれぞれの内容を詰めている最中でございます。 

今の内容といたしましては観光協会そのものが、あそこの事務所に移っていただくということで、

観光案内その他通常観光に関わること全部、この施設窓口を設けてやっていくと。要はワンストッ

プサービスの方式をとっていきたいということでありまして、現在も幸いにも清里では地域おこし

協力隊の皆さんお２人に来ていただいておりますので、この方々についてはそのままそっくり基本

的部分をしっかりと立ち上げるために、お２人そのままお願いをしていきたいということで、新年

度においてもその体制を維持していく考え方であります。ただ、そこら辺の部分は実際的な事業を

起こしたり、行事を企画立案したり、そういうふうな部分にかかる部分も持っておりますから、具

体的にあそこの施設での売店だとかレストランだとかそういう部分の対応をどうするかということ

でありますが、今レストランっていいますか、そちらの関係については、新しい人の採用を進める

段取りをしてございます。基本的に収益施設になりますから、その部分については、そこらを加味

しながら、それに見合うような体系での人の配置という部分での採用の検討を加えていただいてい

るということでありますし、あわせて売店の部門も収益施設でありますから、合わせながらある程

度収支を見込んだ中での採用体系を考えているということでございます。今の段階では先ほど申し

上げましたように、観光協会の事務局的な要素が十分ありますんで、そこら辺の部分を含め、そし

て地域おこし協力隊の皆さんのお力を借り、さらに収益部門にはそれに見合う職員の配置というも

のを考えながら管理運営を進めていこうと。ただし、今後これらが本格的に機能し始めたときにガ

イド関係をどうするだとか、ツアーを組んだときのガイドをどうするかとか、山岳ガイドをどうす

るだとか、いろんな部分が出てくるんだろうというふうに思っておりますし、さらに着地型のツア

ーのシステムも導入していかなきゃならんだろうと思っています。そういう企画立案をどうするか

という部分も含めて、今後大きな課題をまだまだ詰めていかなければ、そういう内容になっている

かというふうに思っておりますけれども、当面、スタートをかける部分についての対応としては、

先ほど申したような対応の中で進めてまいりたいということで観光協会とも鋭意詰めている最中だ

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。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 当面はというようなことでスタートしていろんなものが必要になって来る部分なのかなと思って

いますけど、恐らく今回示されました活用案、これ最初からフルに、これらのことをすべてやるっ

ていうことにはなかなかなってこないのかなと思っています。ただされど順々にやっていくと言っ

て、今年中にどんなことまで進めていくんですかってなったときに恐らく当初のスタートは４人と

かで済むのかもしれませんけど、それを敏速に対応できるような形での実動部隊というか、そうい

うものも設置していかなくちゃいけない部分なのかなと思っています。それで現在観光協会に地域

おこし協力隊員が２人いるわけで、私が見る限りも優秀な方で頑張っていただいているわけなんで

すけど、この大半の経費っていうのは国の方からも出るというようなことで、これらすべての仕事

を消化する部分については、そういうところもきちっと協力を願って、また地域支援員ですか。そ

ういう制度もありますし、普段何というか観光シーズン以外っていう部分があるかどうかわかりま
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せんけど、そのときには札弦・緑地区とか、まちづくりの関係でそういう支援もしてもいただける

のかなと。そういう部分でそれらの増員とかをちょっと総合戦略の中では３１年もまた２人という

ことしか数字は出ていませんでしたけど、そこら辺どう考えていますか、伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 交流活動施設の運営の関係でありますが、基本的に先ほど申したような形で進めていきたいとい

うふうに思っておりますし、今の段階では地域おこし協力隊のお二人の力を借りながら進めていき

ますし、売店だとかそういう収益施設については、その中で必要な人間を採用しながら経費に合う

ように進めていきたいというようなことでございます。今の段階では地域おこし協力隊の皆さんは、

直接ここの部分では２人で間に合うかなというふうには思っているんですけども、これがいろんな

メニューをそろえて始めた段階で足りないとなれば、これは４月１日でなきゃ云々というのは制度

的にありません。いつでも募集採用ができますので、そういう形をとっていきたいというふうに思

っております。 

それから後段の方でありますが、札弦地域だとかの支援員の関係ですが、神威・札弦のネットワ

ークがございまして、パパスランドのバックアップ団体みたいな形でいろいろ活動をしていただい

ています。その中で地域おこしのそういうものが必要だということになれば、そこに対する具体的

な支援員としての配置も考えていかなきゃならん。これは札弦だけでなくて、緑も山村振興法が新

しく切りかわりまして、その中で山村地域活性化の整備計画というのが出てきております。地域が

その計画をつくるにあたって全額支援しますよという制度が新しく平成２７年から出ました。この

制度の運用した中で、新しい地域づくり町づくりを緑地域や札弦地域でいかがでしょうかというこ

とで投げかけている最中でございますんで、それらが具体的に乗り出すよということになれば、当

然何らかの形でそれを支援する事務的な人の配置も必要になってくるというふうに私は理解してお

りますので、地域の方にもそういうふうになるんであれば、そういうことを町の方も対応していき

ますということでお話をさせていただいておりますので、そういう意味においても清里地域だけで

なく、札弦地域や緑地域にもそういう配置ができるようなことで考えていきたいというふうに思っ

ておりますので御理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 地域おこし協力隊の方、名古屋と東京周辺ですか。２人みられているわけですけど、若干接触す

る機会がありまして、言葉悪いんですけど、１つのよそ者っていうか、町外からのよその人からの

視点っていうのは大分違うんだなということを感じます。その中でこれまた１つの地域に新しい１

つの風を送り込むというか、そういう形で僕はそういう部分でこの雇用の創出とかそういうものも

含めて、外からやっぱりそういう形で協力を仰いでいくと、ましてや制度を使いながらそれは進め

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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それからもう１点、交流施設の活用について観光を推進するための体制づくり。これは急務でな

いかなと思います。それで町民それから各団体、事業者観光協会、行政それぞれの役割を認識し、

自らの意思でいろんな取り組みに関わっていただくことが重要ではないかなとそのように感じる次

第です。まず真っ先に取り組まなくてはいけないのは、町長がこの推し進めようとしている観光に

対する町民の１つの意識というか、そういうところじゃないかなと思うんですけど、これは早急取

り組むべきかと思いますけど、町長の考え方をお伺い願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 観光に対する町民の皆さんの意識づけということになってこようかと思いますけども、まずその

前に観光協会を中心としながら観光関係の団体機関それから商工会だとか農協だとかこういう中で、

やはり考え方を１つにまとめていく必要があるだろう。そのきっかけづくりの１つにもなるのかな

と思っているのは、やはり観光振興計画の策定をしながら中身を詰めていくという形にしていかな

ければならないというふうに思っております。ですから、観光というのは中をよくよく見てみます

とほぼ総合産業と言ってもいいぐらいの末端の広がりがあるものだというふうに思っております。

今申し上げましたように、１次産業、２次産業、３次産業の複合的な産業基盤としての観光振興と

いうことで考えていかなければ、どっか１カ所も欠けて観光振興が成り立っていかないというふう

に思っているところでもあります。そうした上においては町民の皆さんにどうしても協力をお願い

しなければならん。よそから来た人に町民の立場で自分の町をＰＲし、そして魅力を感じていただ

けるいわゆるおもてなしを、いかに町民の皆さんがやっていただけるか。せっかく来たのに知らん

ような顔して、みんなが通り過ぎているんでは、これではなかなかおもてなしが通用しないという

ことになりますし、単に観光にかかわる事業者だけの責任ではないと。やはりうちの町をそういう

ふうな形で、少しでも振興発展をさせ雇用を出し、活性化をさせるということになれば、やはりみ

んなで取り組んでいく大きな課題だというふうに理解をいたしておりますので、前段申し上げまし

たように観光振興計画は、これから具体的な作業として委員会など展開をしながら進めていきたい

というふうに考えておりますんで、その中で町民の皆さんにお願いする事項等を含めて整理をして

いきたいというふうに考えておりますので御理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 関わっていくことで、町民の意識っていうのは図っていけるんじゃないかなと思っています。そ

ういう部分であとから質問しますけど、その計画の中にも当然そういうような部分で構成として入

っていただく部分もありますけど、先ほど河口議員の質問の中で言いましたけど、扉を開いて動き

出さないという話がありましたけど、まだやっぱり動いてみないと、きちっと見えてこないものが

あるのかなと、そのように思っております。 

それでは時間もありませんので、次に移ります。次に美しい村連合についての再質問をいたしま
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す。２月に加盟申請作業終えて、８月には審査員による現地調査に入る旨の報告がありました。連

合の加盟には厳しい審査と加盟後の資格を維持することの大変さも理解するところです。環境文化

を守り、美しい地域を守り続けることで観光付加価値地域資源の保護と経済の発展を図ることを目

的とし、平成１７年美しい村連合が発足されました。１０年を経過して全国で６０、道内において

は８自治体と認定の厳しさを感じているところです。議員の中にそれは町の勲章と例えた人がいま

したけど、先人から今日まで引き継ぎ守ってきた景観や何気ない取り組みが評価され、将来にわた

って守りつなげていけるチャンスと私も捉えるところです。そこで町長に伺います。連合加盟がこ

れからのまちづくりや観光振興に先ほども述べていただきましたけど、どのように活かしていける

のか、また当然経済効果、そういうものがどういうふうに期待されるのか。お聞きしたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問であります、日本で最も美しい村連合に入ることによっての経済的な効果、また

観光的な効果という関係でございますが、御案内のように、この連合に加入するのは厳しい条件が

あります。現地調査も行われた中で最終全体委員会の中で加入承認するかという判定が下されると

いうことでありまして、２月の段階でわが町は申請を上げてございます。予定であれば、８月に現

地調査に見えられるということであります。その時には多くの町民の皆さんと接したいというのが

本音だそうでありまして観光施設を見に来るんではない、施設はでき上がっているのは解っている

し、町民の方々がどう意識づけをされているか。まちづくりにどう町民の皆さん方の意識が向いて

いるかということが、最も重要な判定の基準になるということでありますので、そういうようなこ

とを踏まえながら、これからの中で対応していきたいというふうに思ってございます。 

それで具体的な部分としては、この加盟することによってどうなんだということでありますが、

先ほども申し上げましたこの厳しい条件の中で入っていくわけでありますから、それに見合う町と

しての対応をしていかなければならないというふうに思っておりますし、幸いに多くの町村がこの

組織に入っておりますから、そことの交流を大きな目的にしていきたいというふうに思っておりま

す。それでこの加盟するにあたっては、人口が１万を超えたところは加盟できないことになってい

ますから、ほぼ似たような町村が数多くいるんだろうというふうに思っております。同じような中

で、それぞれ地域間交流が行えるというふうに思っておりますし、それぞれの町で今まで取り組ん

できた優良先進事例はたくさんこの中に埋まっているんだと思っていますから、そういうのをしっ

かりと受けとめて、そしてわが町でやれるものはやっていきたいというふうに思っております。 

そしてこういう北海道内でもまだ８つしか地域指定が受けられてないわけですから、その中にい

ち早く入って、なるほどなと、そういう町なんだというふうに全道の人からも認定をもらいたいと

思っています。知名度が上がれば、どういう町なんだろう、行ってみようということで来てもらう。

そういう展開できればというふうに思っております。なかなかパンフレット持って行って全く知ら

んところ行って、どうぞどうぞと言っても現実的な対応としては、そんなに世の中甘くないとみて

います。やはりそういう組織の中に入って、一緒になって行動し活動することによって、認知度が

上がって、清里にも来てもらう。そして清里を大きく売り出していくことができれば、それによっ
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て移住定住につながり、交流につながり、産業経済につながるという相乗効果も狙っていきたいと

いうふうに考えている次第でございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 町長の考え方お聞かせいただきました。実は昨年の６月に美瑛で世界大会の総会があったと。海

外の加盟国からも３０名ほど参加された。うちの町は参加されたんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 残念ですが、これは加盟団体だけの総会でしたので清里には案内も何もなったというのが実態で

ございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

案内がなくて残念だったなって気がするんですけど、このマルシェは自由参加できたんでないか

なと。是非ともこれはちょっと見てきていただきたかったかなと感じる次第です。 

ただ全国そして全世界に発信できる機会が与えられるっていう部分で、まだ正式に加盟できるか

どうか解りませんけど、将来につなげて夢の持てるようなものであっていただきたいなと感じる次

第です。 

時間もありませんので、次に進みます。 

観光計画策定の予算計上がされました。計画の概要、町長の考え方について答弁いただきました

が、何点か質問させていただきます。最初に計画の策定スケジュールについてお伺いしたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町の観光振興計画の策定のスケジュールでございますが、一昨日内部の検討会議が終わった

ところでございます。具体的なスケジュールがまだこれからということでありますが、大枠として

の流れについて申し上げたいというふうに思います。 

基本的に現状をまずしっかりと認識をするというところから始めていくということで、これらに

ついては予算を計上させていただきましたように、アンケートだとか調査分析をまず進めていきた
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いというふうに考えておりますが、スタートの時点では、策定委員会を設置していきたいというふ

うに思ってございます。策定委員会の中でこれらの方向性を全体の確認をいただいた後に、先ほど

申し上げました委託業者への調査アンケート分析等の対応を進めていくというようなことで進めて

まいります。これが大体６月いっぱいぐらいまでに、この作業を終わらせていきたいというふうに

思っております。そして具体的な策定の中身については、策定委員会は全体を網羅する形で進みま

すが、その中にワーキンググループを置いていきたいということで、それぞれの項目ごとの例えば

現状把握、環境、景観、食のＰＲの手法だとか、それから体制づくりだとか、いろんな分野が分か

れてまいりますので、分野ごとの検討をしていくのにワーキンググループの中でひとつずつ整理を

させていただきたいということで考えてございますが、この作業は、年内には終わらせてしまいた

い。そして１２月の段階で素案に近いものまで進めていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。大抵そこら辺になって姿がある程度見えて来る段階に、議会の常任委員会の方とも連携

をとりながら御意見をいただくという形で進めていければいうふうに思ってございまして、最終的

には３月末までには新しい計画として策定を終わらせたい。そして２９年の予算につなげていける

ものについては、その段階でしっかりとつなげていくというような形で進めていきたいなというふ

うに思っている次第でございます。いずれにしてもこの策定委員会の段階では、当然行政も入りま

すが、観光関係の関係機関や団体、そして広く町民の皆さんの意見を聞くというようなことも踏ま

えて、学識経験者の方々等に入ってもらって大体１５名程度の構成でいければなと、このような思

いで進めている次第でもございます。以上答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今年内に作業終了して、１２月には素案とそして常任委員会、町長の述べられましたように団体

との協議だとかそういう部分っていうのは必要かと思います。この事業の推進にあたっては当然多

くの町民が関わっていかなくちゃいけない部分かなと思っています。ただそのベースになるという

部分で、もう少し敏速に仕事を進めるべきでないかなと思うんです。言っちゃ悪いけど、観光シー

ズンもうスタートですよ。そうやって考えたときに、今年の暮れ１２月に、来年度に向かっての計

画なのかという感じになってしまうわけで、地域全体のまとめ役みたいなそういう組織も必要だと

思いますし、当然事業展開に向けては専門的な部分での組織も、先ほど町長の答弁がありましたけ

どワーキンググループなり策定委員会がそういう形になってくのかなと思ったりもしますけど、当

然そういうものも必要かなと思っています。先ほども述べたことに重複するわけですけど、地域を

つくっていくっていうことは、よく人づくり物づくりって言われますけど、一番大事なのは、僕は

特に人づくりじゃないかなと思っています。人材育成っていうのは、どんな分野でも必要かなと思

いますけど、観光のスペシャリストそういうものが必要であるかどうかっていうのは、はかり知れ

ないわけですけど、当然ある程度精通する人材は必要でないかなと思っています。そこらも含めて、

僕はスピーディーに事を運ぶべきじゃないかなと。冒頭にも述べましたけど、恐らく、この新年度

予算を含めて、一斉によーいドンのスタートを切っているんじゃないかなと思っています。その中

で、観光に特化したようなものが無かったという形で計画もなかったわけですけど、やはりこの計

画を推進するにあたって骨となる部分がないと僕は困るんじゃないかなと思っていますので、ぜひ
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ともそういう部分敏速に進めていただきたいなと思いますけど、町長の考え方をお聞かせ願いたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 観光計画のスケジュールそれと作業の進捗の関係であります。基本的に今までは、観光計画が何

もなくて、行きあたりばったり的に来たのかなというふうな思いはいたしておりますけれども、た

だ情勢としては大きく変わってきたよと。従来でいう観光のイメージとまた違う観光と言いますか、

そういうようなイメージの中でその重要性というのは、ますます増してくるなということは事実で

はないかというふうに思っておりますし、うちの町が活性化をする地域が振興させるということで

あれば、よそからのいろんな交流事業等通じながら、そういう施策につないでいくというのが最も

重要になってきたというふうに思っております。ただ残念なことに清里は観光という取り組みは、

今まで本当に遅れておりましたので、観光計画そのものがなくて施設をつくってみたり、そういう

のをどんどん進めてきたわけで一定の点ができ、線が出来つつありますから、それをさらに全体的

なトータルのものとして、今回観光計画をつくっていくと。そしてその中での展開の位置づけを明

確にしていく。そして将来的にできれば観光そのものが産業として複合産業として成り立つような

形にまで引き上げていきたいというのが考え方であります。スピード感を持ってというのも事実だ

というふうに思っていますが、今までの蓄積の部分が極めて脆弱であるというようなこともありま

して、ここは時間がかかりますけれども、１年間かけて整理をさせていきながら、新しい方向性を

認識をしていきたいというような思いでいるところでございます。我々としてもそういうのが全部

整って、そして施設はどうする、これはどうするっていうことできちっと配置付けがされれば最も

動きやすいというのも事実なんですけども、ただ時間が迫っている部分がございますんで、進めら

れるものは進めながら、これはこれとして計画を立てて総体的な事業としての認識を高めていくと

いうことで、ご理解をいただければいうふうに思うところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今まで観光っていうことに縁遠いっていったらおかしいですけど、うちは特別な大観光地と違っ

て、景勝地も持っていなければという部分がありまして、脆弱である。これは理解するんですけど

ね。そうであるからこそ、町民から多くの人間が関わった形の中で、うちは観光を含めた地域をづ

くりしていくんだぞっていうものが無いと僕は長く続けていけることにはならないんじゃないかな

と思うんですよね。先ほど言いましたけどおもてなしというときに、町長だけおもてなしの心を持

っていても駄目なんですよね。みんながそのことを共有できないと、なかなか人は来てくれること

にならないではないかと思うわけですね。そういった意味で町民が主体性とか町民から出てくる内

発性っていうか、そういうものをきちっと重視した形での計画づくり。事務方にしてみれば、そん

なこと言ったらいつになっても出来ませんよっていう感じの部分かなと思うんですけど、そういう
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ものの積み上げの中で、脆弱であったがゆえにそういうことを整備して進めていくということが僕

は大事じゃないかなと思うんですね。そこらへんについて、町長どうお考えですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

作成にかかわる町民の皆さんとの関係でありますが、今議員がおっしゃられるとおりだと私も思

っております。町民の方々の思いをどういう形で積み上げていくかというのは、本当に大切なこと

でありますし、将来これを成功させることは、町民の皆さんの理解がない限りは、表面的なものだ

けで終わってしまう懸念がありますから、そういう中で進めていきたい。逆を言えばきちっと積み

上げるためにも、きちっとしたアンケート調査をやったり、意見交換をやったりと少々時間がかか

るかなというふうにも思っておりますが、しっかりとやりながら進めていけるようなそんな対応を

させていただければというふうに思っているところでありますので、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） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 観光はかなり刻々と変化を遂げてきているということだけは事実です。今までの時間に追われた

景勝地めぐりの格安ツアーがだんだん敬遠され、インバウンドでの爆買いですか。そういうものも

全てとは言いませんけど、今までの齷齪した時代から、もう少しゆったりとしたものを望んでいる

っていうのは、１つの観光の志向が変わってきている。このことはきちっと捉えて、そのニーズに

合うような形の観光のメニューづくりをしていかなくちゃいけない部分かなとそのように思うわけ

でございます。先ほどの質問で町長の答弁ありましたけど、そこら辺町民ときちっと意識を共有し

ながら計画の作成について進めていっていただきたいなとそのように感じる次第でございます。 

時間もそろそろなくなりましたので最後にしたいと思いますけど、来訪者の満足度を上げたから

といって必ずしも再び来訪につながらないという観光庁の統計があります。つながる要素としては

特別な存在とか大切にしたいとか、今後期待に応えてくれるとこういうことだそうです。来訪者に

してみれば、その来訪者の存在を認めてもらえるのが重要とそういう形で観光庁の報告にありまし

た。観光に従来とは違う価値観の転換が起きていると。 

先月ですけど、体験交流滞在型の観光モデルっていうグリーンツーリズムのモニターツアーが企

画されたわけでございます。明治大学のツアーの参加者、学生たちは感動の中帰っていたわけでご

ざいますが、今後の取り組みに課題も残されたことと思います。ゆったりとした時が流れて、地域

住民のホスピタリティを感じるような観光。そして当然田舎ですので、そんなに金をじゃぶじゃぶ

使って対応してくということではありません。身の丈に合ったような形のおもてなし。そういう中

で少なくとも半数以上はそういうことを求めている観光でないかなと、そのように思う次第です。

是非ともその観光振興施策となるように議論を進めていただきたいなと思っています。計画という

のはいわば戦略の土台になります。トップが誤った意思決定してしまうと最も負担がかかってくる
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のが現場です。目先のことに捕らわれず、来訪者のニーズを的確に捉えて５年、１０年、１５年と

着実にまちの将来を見通した独自性のある長期ビジョンとしての本計画が策定されるよう要望して、

私の質問を終わりたいと思います。 

最後に町長何かありましたら、よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 観光の要素が本当に大きく変わってきているというふうに思っております。昔であれば、清里町

がこうした観光施策を論じるということは、ほとんどなかっただろうというふうに思っております。

こういう議論が出てくるということは、やはり観光に対する総合的な見方も変わりましたし、観光

客自体の従来の観光のあり方が変わってきているというふうに理解をしていくべきだろうというふ

うに思っております。清里町もだからといって従来型の観光のように、ただ人さえ来てお金さえ落

とせば良いというような形では成り立たない。やはり清里は、清里らしいおもてなしだとか、それ

こそ町民の皆さんの自慢が誇りとするところが、きちっと伝わっていくような自分たちもその中で

いつまでも暮らしていきたいと思われるような、そういう町づくり地域づくりがあって初めてよそ

から来ていただける皆さん方も満足していただけるんではないかなという思いをしております。た

だお金をもらって泊まって払ったからいいだろうというようなことでは一過性で過ぎてしまうんだ

ろうというふうに思っておりますから、私としてもそういうような方向性で、そして清里らしさを

求めた観光計画になっていけば良いなというふうに思っておりますし、当然先ほど言いましたよう

に、地域をつくるのは人でありますから、人をいかに育てていって、その中にきっちりと役割を担

っていただけるかというのが一番、これからの対策の中で大事なことというふうに思ってございま

す。何よりも地域に人を引きつける魅力を自ら住んでいる人方が実践をしていくという、それが一

番大切なことだという認識の中での計画の策定に努めていくように努力したいと思いますし、また

事務局にも、そういうような方向性の取りまとめをいただくようにお願いをしていきたいと考える

次第でございます。いずれにしてもまた新しい形での門を開いていかなければというふうな思いで

ございます。 

 

○６番（勝又武司君） 

 終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで勝又武司君の質疑を終わります。ここで２時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

再開 午後 ２時１０分 

○議長（田中誠君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に村島健二君。 
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○８番（村島健二君） 

 それでは事前に通告してあります公営住宅整備について、公営住宅の整備については、町政執行

方針の中でも述べられております清里町公営住宅等長寿命化計画等で進められておりますが、今後

の公営住宅のあり方についてどのように考えておられるか伺いたいと思います。 

本町の公営住宅も昭和３０年代に建設された公営住宅が大変多いと思います。住宅には町営住宅、

公営住宅、特別賃貸公共賃貸住宅また６５歳以上が入居できるものにあっては高齢者向け住宅に区

別が分けられていると思います。そこで単身者が入居できる１ＬＤＫ、世帯者が入居できる２ＬＤ

Ｋ、３ＬＤＫが本町にどのぐらい建設されているのか、伺いたいと思います。 

また国の住生活基本法に基づいて、本町も公営住宅と長寿命化を見直しながら計画的に整備をし

て、あわせて修繕改修するとのことでありますが、平成２８年度は予算の中には、ひまわり団地１

棟１戸が建設予定となっておりますが、最低でも２棟ぐらいは増設するものは増設した方がよろし

いのではないかと思いますが、この点伺います。 

また単身者向け住宅についても、今年度は建設が予定されておりませんので、あわせて伺いたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問をいただきました、公営住宅の整備の関係について御説明を申し上げたいという

思います。 

現在清里町におきましては、平成２４年３月に策定をいたしました公営住宅等長寿命化計画に基

づきまして、平成３３年までの１０年間の計画として、人口と住宅需要の推計により、管理戸数を

平成２３年度の３８７戸、計画年到達の平成３３年には３３５戸ということで、予定をいたしてい

るものでございます。ちなみに今年度末の住宅の管理戸数につきましては一般の公営住宅で２３６

戸、それから所得が基準以上の方を対象としたいわゆる特別公共賃貸住宅でありますが、これが１

３９戸でありまして、今年度では３７５戸の管理住宅ということになってございます。またこれの

住宅のタイプ別でございますが、３ＤＫを含む３ＬＤＫのタイプが１３８戸ございます。また２Ｄ

Ｋを含む２ＬＤＫタイプが１５３戸、そして単身者向けと俗に言っております１ＬＤＫタイプは８

４戸とそのような整備状況になっているところでございます。 

また整備の状況等については、基準に基づく公営住宅の判定結果と需要実態等を勘案しながら、

用途廃止による建てかえ、または予防保全的な修繕ということで長寿命化計画により進めていると

ころでございまして、こうしたことから平成２７年度におきましても、これらの計画に基づきまし

て、ひまわり団地に２棟２戸の建設、それから水元第２団地においては２棟４戸、それから札南団

地は１棟４戸の取り壊しを行ったところでございます。 

また修繕といたしましては、さくらんぼ団地の２棟７校については、屋根と外壁の修繕を行った

というのが、これは平成２７年であります。また２８年度におきましては、ひまわり団地において、

３ＬＤＫ１棟１戸の建設予定をいたしております。これは当初予算の段階で１棟１戸ということで

ございます。それから水元第２団地と札南団地におきまして２棟８戸を、平成２８年は除却予定を

いたしております。さらに修繕の関係については、さくらんぼ団地において２棟８戸のこれも屋根
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と外壁等の修繕を予定しているという状況にあります。現在の中で全体的な予算の配置といいます

か公営住宅法に基づいて実施をさせていただいておりますので、これについての社会基盤の交付金

の配分が、平成２８年においては新築では一戸の配分となっているということで御理解をいただけ

ればというふうに思います。以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 ただいま１ＬＤＫ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫにわたって戸数を答弁していただきました。私は今回、

なんでこの質問するかといいますと、実際に１ＬＤＫが８４戸。１月には１戸募集がありました。

２月、３月無いんですね。無いということは、入りたくても入ることはできません。満館だという

ことですね。空き家がないということ。私は１ＬＤＫについて強調したいのは、実際に我が町で職

を持ちながら、隣の町で入居しているというのは、現実に私のところにもいるわけですよ。単身と

なれば、我が町も金額的には２万円以内ぐらいで入れるんだと思うんですよね。しかしながら現在

聞きますと、１Ｌではないけれども、４万３千円を月に払ってアパートに入居しているわけですよ。

そういうことを私も聞きますと、満館になって空き家がないから、それで良いということにはなら

ないのではないか。住宅のことについて方針の中でも、単身赴任の住宅は、計画されていない。空

きを待たなければ入れないという現状。これは何とかしなきゃいけないのかなと思いまして、この

住宅についての質問に入ったわけなんでありますが、今後町として計画してなければ建てることは

ないですから、それまでになってしまいますけれども、やはり私が申し上げましたことが事実であ

りますから、少なくとも早急に計画をされて１棟４戸ぐらいの住宅を建設されては、いかがなもの

かと。このように思いますが、町長どのように思われますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 住宅の募集については、毎月の広報またホームページで周知を行っております。この３月におき

ましても町営住宅の世帯向けは８戸の予定をいたしております。また、特公賃の部分おいても４戸

ということで３月では募集をいたしておりますから、その世帯向け云々の形でいけば１０数戸の予

定がございます。ただ議員御指摘のように、今現在では単身者部分は、空きがないということで募

集をしていないというような状況にあります。最近の情報によりますと、この３月末で退居をされ

異動時期でありますので異動に伴って退居される方ということで、今現在３件ほど話が来ていると

いうことでありますから、これらについても早急に募集をかけていきたいというふうに考えており

ます。これは３月いっぱい抜けますので、４月の部分になるのかなというふうに思っていますけど

も、一応そんな状況下にあるというふうに思っております。 

それから建設等の関係でありますけれども、常に空いているっていう状態はなかなかないんで、

満館になってみたり、少し空きがでたりということの繰り返しで今までできております。ただ御指

摘をいただきますように、どちらかというと単身者は結構スペースが空かない部分が多いかなとい
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うふうにも思っております。今すぐ公営住宅で町の方で建設するかどうかということは、いろいろ

考慮をしなきゃならんなと思っているのは、民間アパートに対する町の支援措置が新年度から出て

まいりますから、その中では事業主になられる方の考え方によりますから何とも言えませんけれど

も、その中でも１ＬＤＫなり、２ＬＤＫなり、さらには３ＬＤＫというようなもの、住宅を組み合

わせた中でそういう民間賃貸住宅を建てていただければ、町としての支援を含めて対応はできるか

なというような気持ちもいたしております。その辺の動向もある程度見極めをしながら、町がどん

どんどんどん建てて、例えば民間の方々はこういう予定でいたのに、すっかりやられてしまったと

いうことになっても、またいろんな部分が出てまいります。２８年中にそこら辺の動きというのは

はっきり出てくると思ってますんで、そこら辺を見極めた中で次の検討に加えていただきたいなと

いうふうに考えているところでもありますので、そんな意味において御理解をいただきたいという

ふうに思う次第でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 私が次に再質問でお伺いしようと思ったことを町長先に話をされてしまいました。ちょっと繰り

返しになりますけども、わたしもこの話は民間賃貸住宅で建設されるということは伺っております。

その場合、町としては１部補助をしながら民間賃貸住宅の建設助成制度というものを創設されると

伺っておりますし、私もそれは良いことだなと思っております。ですから平成２８年から手がける

と聞いておりますから、ぜひやっていただきたいなと思っております。ただ先ほど申し上げました

ように、２ＬＤＫ、３ＬＤＫは毎月募集がありますね。しかし、これにはいろいろ制限がございま

す。条件、所得制限、もちろんそうですが、こういったことが幸いしまして、なかなか入るにも入

れないというようなことも耳にします。実際にそういうことが現実とするならば、余り厳しくしな

いで、条件を軽くするというと語弊がありますけど、いかがなものかなと。このように思いますが、

町長等のように考えておりますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町で建設していく公営住宅法に基づく中、住宅というものについては国の支援をいただくという

ことがありまして、どうしても所得基準または世帯構成で入居基準があります。ですから、これを

定期的に検査に入ってこられるということもありますので、そこの条件を撤廃しながらというのは、

なかなか難しいところがあるなというふうに思っておりまして、今議員が話されたように一般の

方々からもそういうような話があって、どうも入りにくいということで、例えば住所地だとか云々

だとかそういうものを緩やかにならないのかなという御意見等もいただいたところもございます。

そのことも踏まえながらですね。今般それらの条件が撤廃できる点がやはり民間の方に建ててもら

うということで、通常の賃貸の住宅でのやりとりができればそういう問題は解決できるのかなとい

うことで、町においても民間がもしそういう形でやっていただけるものであれば、支援をしながら
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建設に対する支援をしながら求めていきたいというふうに思ったところでありまして、それを今般

２８年度の予算の中で措置させていただいた次第であります。また併せてそういう住宅の関係につ

いては、入居者にどうしても入居の金額が高くなる可能性があると言う事もあるのですから、民間

住宅に入られる方においては、入居者支援の方についてもあわせてやっていきたいというようなこ

とで、そこら辺のバランスを公営住宅との比較になるもんですから、考えながら進めていければ民

間の方々も少し条件としてはやりやすくなるかなというような思いで進めているところでもござい

ます。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 今答弁聞いて十分解りましたけれども、私がひとつ心配している、現実に伺っていることがある

のでちょっと申し上げたいと思いますが、この住宅はどこか確認はしていません。しかし金額が５

万幾らかって聞いています。そんな金額の住宅があるのか。所得でたぶん制限されたと思うんです

よ。調べませんから解りませんけども、そう言うことでありまして、その方は隣町まで行きますと。

これまた人口も減少するわけですね。ですから、やはりそういう所得での住宅入居でありますから、

私も聞いて仕方のないことなのかなとは思ったんですけれども、先ほど申しましたように余りに高

い。いろんなそういう苦情が耳に入るわけですよ。こういうことも町として入居する方に対して、

いろんな手を打っていただきたいなとこのように思っております。 

また早くにこの話もありました。本町に両親が住んでいるわけですよ。その息子さんが札幌にお

りまして、１世帯５名。長男が大学に進学し、４名が本町に来たいというような話を１月ごろ受け

たんですけれども、それについては、いきなり札幌から入居ができないんですよ。清里町の住民で

なければならないと条件もありますし。ですからその方にも申し上げたんですけれども一旦民間の

住宅を見つけて、そこに入居していただいて、そして募集は毎月あるから出すというふうに申し上

げておきましたけれども、やはり何と言っても、人口が減少している中ですから、私も４人でこの

町に来てくれるんだったらありがたいなと思っている一人であります。そんなことでこれから３月、

４月、５月に出入りが激しいでしょうけれども、公営住宅関係については、いろんな問題等もあろ

うかと思いますけども、今後町としてできる限りのことはやっていただきたいと要望する次第であ

ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 入居の関係でございますが、公営住宅法に基づいて基準が定められているという中での運用とい

うことになっております。当初の段階から５万円を超える家賃の設定はしていなくて低いんですが、

ただ経年して所得が上がっていくと、その基準を超えると割り増しの家賃になってしまうと。そう

なると５万円になったり６万円になったりするという形になります。これはうちだけでなくて、よ

その町も公営住宅で建てた部分はどこも同じですが、ただ民間の場合はそのことは計算しませんか
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ら、１回入居されてまだ４万円なら４万円であればずっと多分４万円。逆に経年になってくると逆

に下がっていくというのが多いだろうということがあろうかと思いますけども、公営住宅の場合は

どうしてもそんなことがあります。苦肉の策として場合によっては、公営住宅から特公賃に移りま

せんか安くなりますからと。今度所得の制限が緩和されている住宅ですから、そんな苦肉の策をと

ったりもしながらやってはいますが、基準という１つの枠に縛られてしまうというようなことにも

なってまいりますんで、思うような形で入居をいただけないというのも実態なのかなというふうに

言うようにしております。いずれにしろ公営住宅で、清里でずっとおられるということになれば、

持家の方もいろんな支援方策を町がやっておりますから、ぜひ持家の方へというふうになっていた

だければありがたいと思いますし、また仮に民間の方がどういうような住宅を賃貸住宅として建設

予定されているかわかりませんけれども、そういう中でいろんな種類のものが出てくれば、一定の

基準緩和につながっていくのかなというふうに思っておりますんで、もう少し期待をしながら、平

成２８年度中に全体の動向を見きわめていきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理

解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 答弁は理解しますけども最後に聞いておきたいと思いますが、実は昨年は統一選がございました。

その際に候補者が演説をするという場面がございました。その際に私申し上げた経緯がございます

んで、これについて聞いて終わりたいと思いますが、本町に仕事をされて、そして隣町から通って

おられる方が何人ぐらいおられるのか把握されていますか。わかりませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 すいません。町外に住まわれていて清里で職場があり来られているというのは内容が違いますけ

れども、公営住宅の方で押さえている部分としては、入居者が１９５名のうち町外勤務者は２９名。

町外に働きに出ている方は１４．９％。うちの公営住宅に住んで職場は町外の方です。それから特

別公共賃貸住宅の方です。これには９名の方が町内に働きに出ているということで、全体で３８名

の方が清里に住んでいて、公営住宅や特公賃に住んでいて働く場は違う町ということであります。

その逆はまだ調査をしておりませんので、現在で清里に本当は進みたいんだけども、町外からとい

う方については、おさえていないというのが現状でございます。 

 

○８番（村島健二君） 

 これで終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで村島健次君の質疑を終わります。これで一般質問を終わります。 
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ここで予算審議準備のため暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ２時４０分 

                             再開  午後 ２時４７分 

 

●日程第３  議案第２３号～議案第２９号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君） 

休憩を解いて再開いたします。一括議題となっております議案第２３号から議案第２９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（田中誠君） 

 質疑の進め方について説明を終わります。議案第２３号 平成２８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  午後 ２時５４分 

                             再開  午後 ２時５６分 

 

○議長（田中誠君） 

 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。        

（「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４０ページ。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ４０ページですが一般管理費、ふるさと特産品ＰＲ（ふるさと納税返礼）ということで２０万円

あがっていますが、この分の歳入はどの項目で、幾らぐらいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今回、４０ページに載っておりますふるさと特産品ＰＲふるさと納税返戻品ということについて

でございますが、平成２７年度までは、一般管理総務費の食糧費の方から支出をさせていただいた
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んですが、２８年度からふるさとに対して返礼品に対する事業費をはっきりさせようということで、

今回新たに事業費を設けさせていただいて５０万円計上させていただいております。歳入につきま

しては、毎年どのぐらい納税として入ってくるかということは、これ最終的な清算という形で計上

させていただく形になってきますが、毎年大体１００万に近いようなふるさと納税があるというこ

とでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 大変申し訳ない。歳出のところで歳入のことを聞いてしまって、申し訳なかったんですが、雑入

ですか、その中で受けるということですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 私の説明の仕方が悪かったかもしれませんけども、当初予算では、ふるさと納税についてまだ計

上されていないということで、御理解をいただきたいと思います。歳入においてまずは載っていな

いということで、寄付があった場合、最終的に３月なりで補正をさせていただいて計上させていた

だくという形になってきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 まず３８ページですが、財政事務費の７３３万７千円ということで、公会計固定資産台帳整備委

託料について、２６年度が２５０万。２７年度７０万ということでありますけども、今年度が６２

２万と大幅に増えておりますけど、その理由はどういうことでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 平成２８年度におきまして、公会計を正式に導入をしていかなければならない初年度でございま

して支援業務委託として、４０８万５千円の委託費を含めて、今回、６２２万１千円の計上という

ふうになってきてございます。まず公会計はどういうものかということでございますが、これにつ

きましては、国が地方公共団体に統一的な基準による財務処理の作成を求めているものでございま

す。これにつきましては、平成２７年度から２９年度までの３カ年間ですべての地方公共団体で作

成をしていかなければならないという形になってきております。当町としましては、平成２８年度
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にそういうソフト関係含めた中で整備をしていきたい。ちなみにこの財政的なものについては、国

による特別交付税で措置をされるという状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の項目はわかりました。続いて３９ページの一般管理事業費の１千３５３万円ですか。修繕料

２００万円。器具購入費がいずれも昨年度と比べると倍の金額。これはどういうことですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 一般管理事業費における、修繕料及び器具購入費等々につきましては、各施設で修繕等々公共施

設の予算付けはしているんですが、突発的な修繕、それから器具の購入というものがあった場合に

対応できるような形で予算付けをさせていただいているところでございます。ちなみに去年より増

額されているということございますが、これは平成２７年等々の実績を鑑みながら予算付けをさせ

ていただい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思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 この金額は、毎年１００万とか５０万という予算づけをされているんですけど、今までも突発的

なものとはあったと思いますけども、今年だけ特に増えたのかなというふうな気がしたんです。そ

のへんはどういうことですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 毎年ある程度の予算づけをさせていただいております。ただ今までの予算の執行状況ですがその

へんを鑑みたときに、今年の予算の２００万台の予算を計上させていただきたいということで今回

とか予算計上させていただいております。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 わかりました。先ほど堀川議員からもふるさと納税の関係、去年の実績が約１００万近くなりま

すけども、実は去年この食糧費から出ているお金が６１万円なんですよ。今回食糧費の方で今年の

予算の５８万１千円と予算が載っていて、それでその他に５０万円のふるさと納税ということであ

がっているんですけれども、食糧費の方からふるさと納税の返戻金を払っていたとするならば、今

年の５８万円というのは、逆に何に使うんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 まず昨年度の食糧費関係実績では２６年度で申し上げさせていただきたいと思いますが、平成２

６年度の実績で申し上げますと、ふるさと納税等に対する返戻金で支出した金額は多分３万円ぐら

いだというふうに考えてございます。これは、焼酎等々の支出ということで、だいたい３万円だっ

たかなというふうに記憶してございます。今回５０万円は、去年の暮れにふるさと納税に対する返

戻品のカテゴリーを拡大してきておりますし、平成２８年度におきましても返戻品のお品物のカテ

ゴリーを少し増やしながら、対応していきたいなというふうに考えてございます。 

そういう意味も含めましてふるさと納税が拡大されるというか、町の方にも注目を受けながらい

ただけるような形にしていくためにも、ある程度予算を計上していきたいということで、今回５０

万円計上させていただいております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今後も町のホームページ等で、清里町のＰＲ等も行うと思いますけども、今年度の５０万円とい

うのは、どの程度のふるさと納税の納税金額を見込んでのものなのか。推測はなかなか立てられな

いと思うんですけども、町としてどのぐらい考えていたのかと思うんですけども、いかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 予測は難しいところでございますが、先ほどもお話しのとおり、平成２７年は百万近くあるとい

うことでございますので、これよりも多く入ってくるような形でＰＲなりをしていきたいなと思っ

ております。ちなみに他の町村からこの状況を調べてみますと、ふるさと納税のあった約２分の１

ぐらいは返礼品として活用されているというような状況もございますので、その辺も踏まえながら

今後どの位で返礼品のカテゴリーを多く増やしながらどういう対応ができるか。その辺もよく検討

しながら進めていきたいというふうに考えてございます。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 このふるさと納税に関して、北海道でもあちこちの自治体で数千万、 

また億という自治体がありますけども、異常なのかなというふうには思うんですけども、ふるさと

納税と言いながら、寄附金の形になっておりますけども、清里焼酎を返礼品として出していくなら

ば、清里焼酎のＰＲの方ももう一度見直さなければないのかなというふうに私は思うんですけども。

これは、ちょっとこの分野とちょっとかけ離れてきますけども、その辺全部ひっくるめて総務課と

してどういうふうに考えているか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ふるさと納税の関係でございますが、今、池下議員がおっしゃったとおり、これは納税と言いな

がら寄附金だということは大きな前提でございますんで、前々からお話させていただいているとお

り、大きな納税があるような形のＰＲもいかがなものかなというふうは考えております。ですから

私どもとしましては、町の特産品、焼酎も含めた中で農産物ですとかいろんなまちの魅力あるもの

をふるさと納税をしてくれる方々に提供しながら、町のＰＲに努めていきたいなというふうに考え

てございますので、ご理解していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 一般管理費３８ページ。先ほど池下議員から質疑がありましたけれど、公会計検討を進めている

説明がありました。公会計を取り入れることは、この町財政、商業企業ベースの中でバランスシー

トそして損益計算書ですか。そういう観点で固定資産の原価を提示するという形になるかなと思い

ます。本町の特会の中で焼酎事業、やはりそこも同じような形でまず公会計の中で評価を算定する

として理解してよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 前中委員のおっしゃったとおり、今後特会という形の中でいろいろ公会計をやっていくという形

なってくると考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 
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 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 そうなると棚卸しとかそういう財産目がある事業として、この焼酎事業の中で特色ある事業なん

ですけど、これの評価がかなり複雑に絡んで、国の支援をいただいた中の施設等の整備だとか、そ

ういういろんな圧縮記帳があった経過がございますから、その中の在庫なり単価という部分で、そ

こをどう捉えるかというのは、委託先もかなり苦慮するのかと思いますけど、町としてどういう方

向を持って、焼酎事業における固定資産の中身を提示できるのかなとちょっと疑問なんですけども。

具体的になにか考えがあるんであれば、ちょっとお聞かせ願いたいんです。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 なかなか難しい取り扱いになってくるのかなというふうには考えてございます。今後２８年度に

おいてこの公会計を構築するにあたって、いろいろな委託の方とも打ち合わせをしていかなければ

ならないのかなと思っています。自分たちもいろいろ勉強をしながらどういう姿にいくべきなのか。

その辺も含めて今後いろいろな面で検討していきたいなというふうに考えてございますので、ご理

解いただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今の説明に向かって検討していただきたい。それとふるさと納税の絡みでもう１点。年度が変わ

りまして、個人向けのふるさと納税が各市町村ではデットヒートになっていますけども、国の方と

しても企業向けのふるさと納税を検討していくという形になっております。本町としても、個人向

けのふるさと納税が拡充され、同じようにその企業向けのふるさと納税も考えるのか、あるいはそ

こまで考えないというのがあるのか。そこら辺もあわせてちょっと説明願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 前中委員がおっしゃるとおり、国の方で企業向けのふるさと納税という形で動きが出てきてござ

います。当面は当町としましては、現在の個人向けのふるさと納税をある程度拡充するといったカ

テゴリーを増やしながら、制度をある程度構築していきたいというふうに考えてございます。その

後状況によって企業用のふるさと納税、これについてもある程度方向性なり取り組みなり、進めて

いかなければならないのかなということで現状としては考えてございます。 

 



113 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 １点だけお伺いします。４０ページの通知カード、個人番号関連事務委託負担金なんですけど、

マイナンバーカードの関係の部分でないかなと思いますけど、これ現段階でこのカードってどのぐ

らいの方がつくられているのかな。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長 

 ２月の２９日時点で地方公共団体情報システムでまとめた数字が、清里町の申請状況は１８６件

となっております。その中で清里町に既に送付されている件数、これは３月１１日現在ですが、１

３４枚のカードが届きましてその中の８３枚を交付しているところでございます。その他のものに

ついては順次交付してまいります。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又議員。 

 

○６番（勝又武司君） 

 このカードについてですけども、過去にも住基ネットカードがありまして、登録しないままで終

わってしまうみたいな部分があったり、今回カードの関係については補正かなにかで、セキュリテ

ィ関係の予算計上がされましたが、発行部数が少ないとなると維持費も含めて相当の金額になって

来る部分なのかなと思っていますけど、町側として登録して進めていくっていう考え方に立ってい

るのか、ちょっとお聞かせ願いたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 勝又議員の御質問でございますが、一応今回のマイナンバー制度につきましては、国の政策とい

うことで、いろいろ進められております。今回の補正予算でも、そのセキュリティの関係で約６千

何がしかの補正をさせていただいております。今後もマイナンバーカードにつきましては、いろい

ろな付加価値がたぶん国の方で考えてございますので、町のほうで独自に付加価値を付けながら活

用していくということもいろいろな面で検討できるのかなということで、マイナンバーカードにつ

きましては、国の政策でもございますので、ある程度町民の方に活用できるような方向で今後とも

取り組んでいくというのが町の姿勢かなというふうに考えてでございます。 
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○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 国が定めたことですからしょうもないこと聞きません。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 皆さん質問している４０頁のふるさと特産品の返礼品の関係なんですが、このことは町長が今日

の一般質問でも声を大にしている清里町の宣伝をしていくんだよ、そして訪れてもらうんだよと。

こういう形で観光中心にした事業の展開をしていく中では、大きな１つの目安なんではないかなと

見方によっては捉えることができるんだろうと。確かに町長は前から寄附金行為における形の中で

地方自治体のあり方としてこれはどうだろうかと疑問符も確かにあるのは当然としてある。でも今

日までこういう形で大きく変わってきた中では、このことが逆を言うと清里を知ってもらう大きな

チャンスにもなると思う。そういう中で今年度の当初予算の返戻品で、こうやってきちっと返すよ

という形になっただけでも、ある意味ではすばらしいのかもしれませんが、余りにも遅すぎるよな

と。でそれ以上にこれを認めてもらうような環境にしていくんだって言われたときに、２６年度は

確かに２５万か３０万ぐらいの数字だったと思うんですが、今年度２７年度は最終的に１００万を

超えるぐらいだろう。２８年度についても５０万という予算が組まれているわけですが、この事業

展開でこれから総合的にいろんなことをやっていく時に果たして良いんだろうか。力を入れるんで

あれば、３倍なり４倍なり、いろんな意味で前へ１歩進めるということが非常に大切だと。そうい

う中で先ほどから課長が答弁されていますカテゴリーを多くしていきたいと。具体的にたくさんあ

りますけど、この焼酎のほかにどういう形の返礼品で魅力ある清里の発信をされていくのか。ちょ

っともう一度お伺いをしておきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 魅力ある返礼品ということだと思いますが、今現在ホームページで掲載させていただいています

のは、焼酎のほかに町内の素材を使った６次産業でつくられております肉まんですとかおかず味噌

セットですとか、そういう地域の素材を活用した中で地域でつくっているもの、これを載せさせて

いただいております。今後は農産物、メロンですとかとうきびですとか、そういう旬にあったもの

で、今後カテゴリーを増やしながら清里の魅力をよりＰＲしていきたいという考えでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 
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○７番（加藤健次君） 

 カテゴリーの中では品物商品という形がある。でき上がっている特産品ということよりもむしろ

方向を変えて清里に来ていただいたときに宿泊を無料にしますとか冬の間のスポーツのイベントに

無料招待いたしますとか。金額によりますでしょうけども、そういう形の魅力発信をすることによ

って、投資のない形で清里をＰＲしていくという考え方も、これいかがです。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 おっしゃる通り、他の町村では宿泊券、清里に来てもらって宿泊するための宿泊券を返礼品とし

て送るという対応をしている町村もございます。そういうことも含めて、いろいろこれから検討さ

せていただきたいなというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 検討されるのは良いですけれども、町長の今日の答弁にあります前へ１歩進むんだと。そういう

形でできれば６月に補正が出てくるぐらいの形でのぜひ検討を重ねていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 寄附金がどのぐらいというのもちょっと見えないところもございますので、いろんな形で町のＰ

Ｒにしながらやっていきたいなというふうに思っております。寄附金が大いに増えて返戻金のお金

が足りなくなるというような状態になりましたら、補正等も議会にお願いしていくという場合もあ

ると思いますので、よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

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。 

４０ページから４１ページ。 

 

○５番（池下昇君） 

 財産管理費の町有財産管理事業の中で、器具購入費２４０万円というふうになっているんですけ

ど、これは何を購入するための予算なのかお伺いしたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今回器具購入として２４０万円計上させていただいておりますのは、財産管理という中の項目で

予算説明の中でもお話ししたかと思いますがＡＥＤの購入に関する費用ということで今回２４０万

円を計上させていただいております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ＡＥＤ購入ということなんですけれども、今現在何個あって、新たに何個ぐらい購入する予定な

のか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 現在設置されております。公共施設等に設置されているＡＥＤの数でございますが、今現在で２

７カ所にＡＥＤを設置してございます。今回予算計上させていただいた２４０万につきましては、

公共施設等に６カ所の設置ということで計上させていただいておりますので、最終的には３３カ所

の施設の設置という形になっておるところです。 

 

○議長（田中誠君） 

 ありませんか。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 財産管理費雑入という特定財源の中で太陽光の財源が入っておりますけども、３８５万４千円で

すか。これ2８年度４月により電力の自由化という中で、売電あるいは電気を使用する場合も自由

化になるっていうマスコミで取り上げられております。その中でやはり売電もどうなのかなと。ど

ういう形でこの売電収入北電さんと契約されているのかお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

基本的に今、売電をしている施設につきましては役場庁舎それと保健センター、札弦支所、町民

プール、この４カ所については、直に売電を御契約させていただいているということで、この契約

の内容につきまして売電契約２０年間のキロ当たり３４円５６銭という価格をもって契約を結んで
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いるという形でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 売電も買う場合もそうなんですけども、今後一般入札あるいは随意契約で電気事業者との売買あ

るいは購入する場合、４月により改正されていると聞いているんですよね。その中で本町は水力発

電の場合も同じように、売電収入の場合の電力事業者の選定という部分で、北海道にある電力事業

者があるんですけども、ほかの民間参入の中でいろんな電気事業者があると。そういった中で、選

択肢があるのかなとちょっと思ったんですけども。そこら辺はどうなんでしょうかね。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 前中委員の御質問は緑ダムの水力発電のことをおっしゃっているのか。全部含めてですね。売電

の方ですけど、現在の契約をしています北電さんがそのままの契約継続という形になって新たな事

業者の選定はできないかなというふうに考えてございます。購入の方でございますが、今の４月１

日から電力の自由化だということで、いろいろな事業所なりが立ち上がってきているところでござ

いますが、今年になって大きな事業者が撤退をするということで、なかなか他の自治体で難しい局

面を迎えたところがあるという報道もございますので、私どもとしまして購入に当たってはやはり

慎重にやっていかなければならないのかなというふうには考えてございます。北電さん等々がやっ

ぱり１つの大きな形になってくるのかなというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 北電さんが会社として北海道に根付いた風土の中で、地方自治体もそこから購入あるいは売電が

一番良いんじゃないかなという御説明なんですけども、北海道においてやはり道庁あたりは民間の

電気事業者から購入をしていたという経過がございます。そしてやはり脆弱な地方自治体の財政の

中でかかるランニングコストの中における電力料金。そこで、仮に０．５％あるいは１％の削減効

果があるんであれば、そこは前向きに電力事業者の選定という作業を今後進めていくのもやぶさか

ではないのかと私自身は思うんですけどもその辺について。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 
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○総務課長（澤本正弘君） 

 電力の購入先でございますが、いろいろな形の中で安定している、それからある程度事業実績が

あるという面を考慮しながら設定していかなければならないということもございますので、今後い

ろんな課題が出てくるかなと思いますが、その辺も含めた中でいろいろ検討させていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 他はありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 太陽光関係について、参考までにお伺いをしておきますが、計画で３８５万４千円の売電収入を

予定しているわけですが、これに維持費、保険関係で実際に１年間運用をされてきたと思いますし、

そういう形でどの程度の経費がかかったのか教えていただきたいのと、もう１点プールの太陽光に

ついて、条件が北電との契約の中でついていたんですが、契約内容における執行、止められたとい

うかそういう環境があったのか、無かったのか。この部分について。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

１点目の太陽光発電の維持管理費がどのぐらいかかっているのかということでございますが、出

来て間もないということで、実際の維持管理費は計上していないという形になっておりますから、

モジュールですとか機器を使わなければなりませんから、それに対する電気料等はかかってきてい

るとうちの方は考えてございますし、もう１つ教育委員会の方の町民プールについて、制約等々は

あったというふうには思いますが、２７年度については、そういう制約を受けていないと認識して

ございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 費用の部分、定額の固定電気料はワット数に応じての部分とそれと公共物ですので、公共物に関

する保険等も入っていると思うんです。あるいは実際の除雪等はそれぞれの課で見ているわけです

から、全体として分離してみていないという捉え方で必要ということで処理されているということ。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今の４カ所の施設については保険に入っているということございます。それと定額の電気料がか
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かっているということでございます。個々の保険に入りませんけど、役場の全体の施設の保険とい

う形の中で入っているということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

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ページから４４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、４４ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

８目町有林管理費、４４ページから４５ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 町有林管理費の中の町有林新植事業費。新植事業費用が３５５万７千円ということで、昨年度８

７１万５千円から見ると、今年度大幅に予算が減っておりますけれども、その理由をお伺いしたい

と思いますが。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 町有林の新植事業でございますが、この部分につきましては、実施面積の減という形で、毎年や

る面積はその場所によりまして面積等変わってきてございます。本年度の新植の面積につきまして

は、３.９ヘクタールを予定してございます。消耗品といたしまして、苗木８千本を予定しておると

いう、今回の面積の金額の算定でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 産業課長の方から実施面積が減ったということの理由ということなんですけども、町長の執行方

針の中で道産材への需要が増加している一方で、伐採後に植林されない跡地が増加していると謳っ

ております。しかし、我が町に関しては新植並びに除間伐事業、そして育林事業も計画的に行って
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いくというふうに執行方針の中で述べている。ところがこの金額を見ると、執行方針の内容に合っ

ていないというふうに思うんですけれども、どういうふうに考えておりますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 新植の部分につきましては、前年度の皆伐の農地についても随時新植しているという形になって

ございます。その中で本年３．９ヘクタールの新植を予定してきているところでございますが、前

年度の伐採の結果、急傾斜地等木が切れなかった部分。それと抜根、残った部分の山積の除去のと

ころの面積等調整した中で、今回新植をさせていただいているということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 この植林の方にページ数は違いますけども、緑の植樹事業費ということで、およそ１５０万ぐら

い上がっているんですけども、町有林に関しては、計画的に前の年が伐採されなかったとかやっぱ

り何年か計画的にやっていかないとムラができるっていうことなります。今後安定的に予算をつけ

てやっていただきたいというふうに考えておりますけども、その辺はどうですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの部分でございますが、町の方としまして計画的な実施というところで努めてまいると

ころでございます。面積につきましては、その時の状況、伐採の跡地の新植の部分でいきますと、

やはりできない部分が出てくるというところもございますので、その辺と比べると若干面積が落ち

ていくという部分では、大抵例年この３、４ヘクタール程度の部分については、計画的に今後も実

施をしていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ２年ほど前だったと思いますけども、町有林の状況を議会で視察をしたことあります。結構伐期

を過ぎている木があったように見えたんですけども、その辺はどういう状況になったのですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 
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○産業課長（二瓶正規君） 

 町の伐期の考え方も長期伐期ということで、年数を６０年に伸ばしたという経過がございます。

現在伐期を迎えているものを中心に計画的に進んでいるのですが、面積がたくさんございます。一

気に出しきれないという部分がございますが、計画的に伐採を進めていくという形で考えておりま

す。年数的にいきますと６０年を超えてくるものも後半に出てくるのかと判断してございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。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。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 緑センター費の中で窓の修理ということで見ていたと思うんですけども、窓ばかりじゃなく屋根

の漏水という案件も、たまたま葬儀時でありまして、その辺の確認等はあるのかどうなのか。お聞

かせ願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今、前中議員ご質問の屋根の漏水の件につきましては、既に修繕済ということで御理解いただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

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。 

４７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、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４８ページから４９ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 総合庁舎管理費の中の消耗品費が、３０６万６千円ということで昨年度のおよそ３倍になってい
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るんですが、これは何の消耗品なのか。お伺いしたいと思うんですが。 

○５番（池下昇君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 平成２８年度予算で計上させていただいている消耗品３０６万６千円の内容でございますが、こ

れは、庁舎全体のコピー用紙関係が主なものでございまして、昨年度から増えている理由でござい

ますが、今まで一般事業費の方で管財として一部持っていた予算がございます。それを今回新たに

移行させていただいておりますので、去年から見ると増額になっているという形になっております

が、一般事業費ではある程度減額をさせていただいているという状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。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、４９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が質問漏れはございませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ４７ページ。職員福利厚生費。職員住宅、独身の関係を建てていくと思うわけですが、基本的に

単身であるいは一般に入っている職員住宅の家賃は、どういう形になるんでしょうか。いままでの

単価、新しいところ、古いところ、いろいろ形があると思いますが、今度新築するにあたっての単

価設定はどういう形でなされていくのか。その金額が決まっているのか。今まで入っている職員住

宅の中でも非常に大変寒いところであったり、あるいは年数が経っている、そういう見直しは行わ

れてきているのかどうなのか。このへん含めてちょっとお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 職員住宅の家賃の関係でございますが、住宅の耐用年数ですとかその辺を考慮しながら、当然家

賃は設定をさせていただいております。ちなみに今後新たにできる住宅の家賃については、建設費

等々が確定された段階で家賃算定していくという形になってきますが、今現在羽衣にできておりま

す単身者住宅の住宅費が２万１千円というふうになってございます。それが１つ大きな目安になっ

てくるのかなというふうに考えてございます。 
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○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 この年３月までに完成する家賃の単価が２万１千円。それを基準に参考にしていくところですが、

一般の清里町にある公営住宅の単身住宅の住宅家賃は条例によって手当てがつくと思うんですが、

差し引いた金額では、実際に職員はどの程度の家賃を払っているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 基本的に公営住宅の単身者住宅と同じというような考え方で設定させていただいております。特

公賃のほうの単身者住宅ということで、御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ４４ページ。防災対策費でお伺いしたいんですが、一昨年のたしか８月３１日だと思うんですが、

全町挙げての防災訓練が行われたと思っているんですけども２７年度、２８年度の予算の中で、そ

ういった予算が見られていないと私は思ったんですが、今後そういった災害はいつくるかわかんな

いんですけども、計画というのはどのようになっているのかお伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 池下議員の御質問でございますが、全町民を対象とした防災訓練ということにつきましては、３

年に１度実施していくということで進んでいるところでございますので、明年２９年がその３年目

に当たるのかなという形で考えてございます。それに向けていろいろ中身を精査しながら計画をし

ていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

説明員交代のため暫時休憩といたします。 

                             休憩  午後 ３時４３分 

                             再開  午後 ３時４５分 
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○議長（田中誠君） 

 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５４ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 企画振興費の中の情報交流施設事業費で、案内板整備請負費１７２万８千円と焼酎工場案内看板

請負費４７万円はどの位置に考えているのか、まずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 案内看板１７２万８千円につきましては、斜里方面から来たときに、その施設の案内ができると

いうことで道道に一基、案内看板を設置していきたいというふうに考えてございます。次の４７万

円につきましては既存の漆原木工所さん向かいに立っている看板を新たな名称ですとか形で改修を

していきたいという形で計上させていただいております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 これは別々のものというふうに捉えて良いんですよね。やはり看板というのは目立つようにつく

らなければならないし、この１７２万８千円というものが、どの程度の大きさかまだわかりません

けども、やはり観光客が通ると誰もがわかる位アピール度の高いものにしていかなければ、意味が

ないというふうに思うんですけどその辺はどうでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 １７２万８千円の看板はどういうものかと言いますと、道道の中で案内看板がございます。そう

いうものを設置していきたいというふうに考えてございます。当然斜里方面から来たときにこの新

しくできる施設がわかるような形で設置していくのが条件だと思います。実際道道の敷地内となっ

てくると制約も受けてきますので、その辺をいろいろ検討しながら設置していきたいというふうに

考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 今回７月に情報交流施設ができるわけなんですけども、交流人口を増やして斜里の方から来よう

と、それから札弦の方から来ようと誰がどっちから来てもわかるような看板設置をしていただきた

いのと交流施設の愛称がまだ発表されておりませんけども、７月オープンに向けて一層早い町民周

知をしていただきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 まず案内看板につきましては新たに出来る施設をどちらから来てもすぐわかるような形の看板を

設置していきたいというふうに考えてございますし、愛称につきましても行政の中において、いろ

いろ絞り込みをしている最中だと。早急に決まりましたら町民の皆さんにお知らせをしていきたい

と考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほか、河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 企画振興費の中で審議資料の中に地域おこし協力隊９５２万２千円。こちらの資料には、内容に

書いているんですが、審議資料の中の合計額が違う部分についてお聞きしたいんですが。これは中

身を調べましたら、地域おこしサポート業務委託料、自動車借上料、サポート業務委託料、地域お

こし協力隊事業費９５２万２千円ありますね。これが審議資料の中にはトータルすると６８５万６

千円しかなかったもんですから、中身をみますと地域おこし協力隊サポート業務委託料の業務委託

料の算出はどのように。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 ご質問の地域おこし協力隊サポート業務委託料の部分でございます。予算額にしまして１８０万

円の予算でございます。内容につきましては地域おこし協力隊の全体の活動に対するサポートとい

うことになります。毎週の実績の評価だとか、指導とか受け付けているほか、いろんな部分の業務

委託先での研修等々も行われております。地域おこし協力隊地域にも今の協力隊の方々が馴染みつ

つありますけども、なかなか馴染めない部分もあります。そういった部分のフォロー体制で、専門

の業務先に委託するというところです。先ほども協力隊の部分の中で説明いたしましたことについ

ては、国の交付税の関係で措置されるということで御理解をいただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 この１８０万は観光協会さんに支払っているっていう解釈でよろしいでしょうか。それと国の助

成の部分最大４００万円。ただ隊員のスキル、地域条件においては、一人当たり査定額２５０万で

トータル４００万を超えない範囲で特別交付金となっているんですが、幾らで調整されて契約され

ているのかどうか確認したい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 ただいま御質問のとおり国の補助金の関係でございますけども、人件費分として一人２００万円、

それから活動費として同じく２００万円を交付税としてみることが出来る数字でございます。人件

費につきましては、若干超えるというような形の中で見ておりますし、活動費に対しても一人当た

り２００万円に近いぐらいの数字で計上しておるところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 １８０万円の内訳ということだと思いますが、このサポート業務につきましては、北海道まちづ

くりセンターというところに委託をいたしまして、そこで隊員の指導ですとか研修ですとかフォロ

ー業務というものを委託しているものでございます。細かな内容等は今手持ち資料はございません

が、全体的に今言った業務内容を委託するという内容でございますんで御理解をいただきたいなと

いうふうに思います。 

それと一番に最初にありました主要政策と中のちょっと違うんじゃないですかという御指摘でご

ざいますが、御指摘のとおりこの中身の主な内容でございますが、地域おこし協力隊サポート業務

委託１８０万ですとか自動車借り上げ料が抜けているというような状況でございまして、トータル

的には９５２万２千円が地域おこし協力隊事業ということでご理解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） 

わかりました。もう１点看板の件なんですが、１７２万８千円の中身。提案の中で交流センター

の案内という形で理解したんですけども、交流センター自身の知名度はほぼゼロですね。ナビだと

かその辺も無いだろう。そこで長い間培ってきました清里焼酎はそういう面では知名度が高いんだ

ろうと思いますので、是非そのことも検討をいただいた看板を。 
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以前に他の地区ナンバーの車が、ナビは付いてなかったんだろうと思いますが、地図を見てまた

走り出した車が、美斜線の方に回っていきました。車が結局どこに向かったのかというと小清水で

左に曲がっています。国道の方。これ本当は清里のまちを通ってくれれば良かったと。私も時たま

好奇心で見ていると、案外そうなる。これは非常に大事な部分になりますので、信号の前に全く知

らない交流センターの案内でなくて、焼酎工場があったり、あるいは清里と書いてあるんですが、

裏摩周だとか、その辺知名度のある看板の内容にしていただいた方が良いなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 河口議員の御意見等々拝聴しながら、焼酎と今お話があったとおり情報交流施設がなかなか当初

から馴染めない部分もございますので、その辺をいろいろ考慮しながら案内看板の整備を進めてい

きたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 看板に絡めて質疑ですが、先ほど課長の答弁の中で道道の敷地内に看板が設置されていると説明

がございました。これ２カ所とも道道敷地内の設置でよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 私の説明の仕方が不十分だったかと思いますが、まず１つは、１７２万８千円の新規につくる部

分については、これは道道敷地の中の設置というふうになるのかなと。下の４７万円の既存の改修

でございますので、これは町道の敷地の中というふうに御理解をいただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 それに鑑みて道路占用料の発生が伴ってくると思うんですけども、ここは北海道に対してどのく

らい。もし解れば。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 
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○総務課長（澤本正弘君） 

 その辺の資料を準備してございませんので、後ほどどのぐらい占用料がかかるのかどうか確認を

させていただいてご報告させていただきたいと思います。 

 

○４番（前中康男君） 

 一昨年でしたか道路敷地料の改正案が出て、地域自治体におけるカテゴリーが変わったというこ

とですから、若干安くなっているかなと思うんですけども。後でよろしいんで。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかはありませんか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ５３ページ、情報交流施設の管理事業の７８９万２千円ですか。これは委員会でも交流施設の関

係の管理費が明示されていた金額じゃないかなと思うんですけど、この中で５４ページに情報交流

施設の維持管理業務委託料で４７６万８千円ということで出ている訳なんですけど、先ほどちょっ

と一般質問の中で職員体制なんですけど、何人かの方が把握できてなかった部分がありまして、委

員会の報告の中では常勤１名、臨時職４名の交代制、米印で実質３名体制プラス観光協会職員とそ

れに口頭でしたが地域おこし協力隊の応援もということなんですよね。それで観光協会の職員とな

ると、この観光協会の方で、給料が見られていることもある、地域おこし協力隊も当然報酬費があ

ると。委託料という形の中での人件費は見られているかな。見られているとすれば、誰の分どうい

うふうに見ているという部分なのかお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今の御質問でございます。この委託費の中の人件費の見方でございます。人件費につきましては、

常勤職員１名分と臨時的な職員、勝又委員がおっしゃった３名プラス１名。３名の交替制による賃

金。それを今回の委託費の中の人件費として見させていただいているという内容でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 常勤１名と臨時の分を１名ということですね。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 
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○総務課長（澤本正弘君） 

 臨時については３名ですね。交代制ですから、時給単価になりますけども、その３名分を見てい

るということです。常勤につきましては、レストラン関係でやる方の１名分を今回計上させてまい

ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 その中には観光協会や地域おこし協力隊の方は当然入っていないということですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今の説明の中では、観光協会の職員ですとか地域協力の賃金等はこの中に含まれてはいない。新

たにあそこで運営をするに当たって必要な臨時職員等々の人件費というふうに御理解いただきたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 委員会の中で交流施設の関係ですが、いろんな特産品、焼酎販売をしていきますよと。そういう

中でその売り上げを除いた分についての予算づけという説明があったと思うんですが、７月からで

すから、どのぐらいの売り上げがあるんだろうというのはどういう数字なんです。そのことが結果

的に交流施設の総額の経費という捉え方なんですが、それについてお知らせ願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 平成２８年度の全体的な予算の考え方と思いますが、加藤議員がおっしゃったとおり、平成２８

年については、７月１日から明年の３月３１日までの間の必要経費の計上と言う事で、ご理解をい

ただきたいと思います。 

収入の部分の見込みとして現在考えておりますのは、売店部分９カ月で７２０万円。レストラン

部分９ヶ月で約２７０万円。併せまして売上収入として９９０万円の見込みをしてございます。そ

のほかに自動販売機収入月５千円ということで、９ヶ月で４万５千円と。ほかに先ほど予算計上さ

せていただいている業務委託料で約４７６万８千円ですから、２８年度におきましては１千４７０

万ほどの収入をもって施設運営をしていくという考えでございます。それに対して支出では人件費
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分、約５４９万円。あと売店、レストハウスの材料費等ございます。そういう金額が約７６０万円

考えてございますし、そのほかに光熱費、イベント開催費等々を含めて支出の方も１千４７０万円

を１つの見込みとして今回予算だてをしているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 これ売り上げ中で、今回計上されている金額合計に幾らか売店あるいは商品の事業利益を見込ん

での数字なんでしょうか。売り上げの総額はわかりますが、今回２８年度の町が予算を立てている

プラスアルファがあると思うんですが、どのぐらいの利潤があると判断されているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今回の業務委託料に関しましては、前の委員会でもご説明していると思いますが、総体的な売り

上げ等々の最終的な差し引き、精算の上で委託料を計上させていただきますということでお話をさ

せていただいていると思います。今回４７６万８千円は、ある程度人件費ですとか売り上げ等を見

た中で、最終的な計上でどれだけの売り上げがあったのか。もしプラスアルファ―があれば、この

委託費は最終的に精算をさせていただいて、その分の減額をしていくというような形でとっていき

たいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 逆の表現をすれば、今回もここに計上されています約９７０万、実際に売上げがいかなかった場

合は、増額もやむを得ないですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今回の売上収入につきまして先ほどご説明した内容と売店、レストランでございます。これにつ

いてはある程度余力と言うか、少し抑えぎみ等々で見込んでおりますので、最終的にはひょっとす

る場合はあるかもしれませんけども、現課といたしましては、これよりも少し多めの収入が出てく

るのかなということで予測はしてございます。 
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○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

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。５４ページから５５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

２目花と緑と交流のまちづくり事業費。５５ページから５６ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 花と緑と交流のまちづくり事業費ということで植樹帯整備に関することだと思うんですけども、

町長が以前、札弦から緑までさくら並木を整備すると話されておりますけども、一向に進展がなく

予算が上がってないんですけども、この事業自体がどうなったのか。お伺いしたいと思うんですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問、桜の植樹という部分は、何度か報告をさせていただいております。説明の中

で道道とＪＲの用地の間を活用しながら植樹ということでいろいろ協議をしてきたところでござい

ますが、なかなか狭隘の用地という部分もあって、お互いの維持管理の部分と積雪の問題もござい

まして、実際のところ協議の部分でも進まないという状況になっている実態でございます。今後ど

のような形で進めるのが良いのか用地の関係につきましては、お互い道道なりＪＲの用地、それぞ

れ混在してございますので、それらの分を含めながら再度協議を進めたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の課長の答弁を聞きますと道路の分とＪＲの分１社だけでなく、他にも関係して大変であると

いうことは解るんですけれども、あくまでも町長は推進していた、当時執行方針に述べられており

ました。計画そのものがなくなったというふうには理解しておりませんけども、その後の委員会の

中で説明等がありませんので、大変かと思うんですが、事業をやるのであれば速急にやる。やらな

いのであれば止めると。はっきりした方が良いと思いますよ。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 
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○産業課長（二瓶正規君） 

只今の用地関係と維持管理。これは協議をしながらやれる、やれないの判断も状況によってはし

なきゃならないのかなというふうに思いますが、なるべく実施できるような形での協議を進めてい

きたいというふうには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（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 この話、５年経つんですよ。速急に答えを出していただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 御指摘の部分について早急に進めていきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ５５ページの都市農村交流事業についてお伺いします。埼玉県の鶴ヶ島市の地域間交流というこ

とで、議員になってからずっと交流が続いているんでないかなと思っているわけなんですけど、た

だ交流が発展していない気がするんですよね。行った人に聞くと、産業まつりの一コマで行ってい

る感じのことしか感じていないような部分の中で、もう少し地域間交流ということで、深入りして

やっていけることってないのかなと思うんですよね。取り組みも長い事ですし、産業まつりに来て

いただいたこともあったんですけど、なかなかそれが進展していかないという形の中で、是非とも

町長の話にもありましたけど、１歩でも２歩でも、もう少し踏み込んだ形の交流をしていったらい

かがですか。どうでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 埼玉県の鶴ヶ島との交流、２０年の交流を実施させていただいております。その間は当初は、お

互いの交流という形で向こうの方からも来られたり、いろいろあったんですが、途中清里からだけ

の向こうでの出店という形の中で推移をしてございます。昨年から鶴ヶ島のほうからもお茶組合等

来ていただきまして、こちらでの出店も行っていただいております。今後教育サイドを絡めた中で

お互いの交流の場についても進めていきたいということで、教育委員会といろいろと話を進めなが

らやっているというのがございます。これについても今年から云々っていうふうになるか解りませ
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んけども、その辺の部分も協議をしながら進めていきたいと考えておりますので、御理解いただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ２０年の交流ということです。こちら側から何か仕掛けていかないと乗ってこないと言ったらお

かしいけれど、そういうものではないかと思うんですね。今まではずっとそうだったから、だらだ

らずるずるとでなく、町も今回観光を目玉にあげて進んでいくという考え方ですので、きっかけが

あるわけですから、そのきっかけだけは大事に進んでいっていただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 鶴ヶ島市との交流関係につきまして、実は昨年鶴ヶ島市の教育委員会と電話ではございますけど

も、直接教育長ともお話をいたしまして、本町といたしましては、是非鶴ヶ島の子供たち中心に交

流を考えているんだけれどもというお話をざっくばらんにさせていただいております。その中で鶴

ヶ島市のほうといたしましても同じように、この交流の中身について検討されている。また市議会

の方からも中身についての検討、子供たちを含めた交流もどうだろうという提案もあるということ

で、向こうとしても検討中ということでございます。その中で今後もぜひ私からは１度、教育長を

初め教育委員会の方も来ていただきたいと話しはしているんですけども、なかなか向こうの方も調

整がついていない状況ですので、今後またこちらからも積極的にアプローチをして、交流が出来な

いかどうか協議させていただきたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

３目豊かな田園づくり事業費。５６ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

５目徴税費・１目徴税費、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。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費５７ページから５８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目参議院議員選挙費まで一括質疑いたします。５８ペ

ージから５９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。 

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。 

９項監査委員費・１目監査委員費、６０ページから６１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 4時21分 

再開 午後 4時２４分 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 総合戦略費、６１ページから６４ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 委員会中でも質問させていただいたことですが、６４ページ。総合戦略事業費の中の高校生海外

派遣研修事業補助。このことですが国際理解教育ということでは理解するところですけども、今回

３６人になるんですかね、その人数が行くことになるとホームステイがなかなか厳しくなるという

お話を委員会の中でもしていただきました。ホームステイが出来ないということになると、この意

味合いも若干変わってくるのかなという気がしますし、これからの教育推進計画の中でも国際理解

教育は小学生、中学生にも拡大していきたいという計画もありますので、小学生、中学生にも国際

理解教育を広げていく意味合いも含めて検討の時期に来ているんではないでしょうかということを

委員会の中で質問させていただきました。重ねて質問したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの堀川議員の御質問でございますが、高校生の海外派遣研修事業につきまして、委員御

御指摘のとおり、２８年度で多くの入学者が予想されるということで、海外派遣研修事業につきま

しては言われたとおりホームステイ等が若干厳しくなるのかなというふうに認識をするところでご

ざいます。確かにホームステイの意義というのは当然大きいかなというふうに認識をしてございま

すが、海外派遣研修事業につきましては、ホームステイだけではなくて他国の文化を学ぶ場、それ

からモトエカ高校との交流も含めまして、それ以外でも海外研修につきましては、多くの意義があ

るというふうに感じているところでございます。 

それから小学生中学生の関係でございますが、これにつきましても、常任委員会のときにもお話
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しさせていただきました。今回、教育推進中期計画策定の面でも各委員さんからも昔行っていた小

学生中学生の海外派遣研修についても検討してはどうかとお話もございましたので、総合的に海外

研修事業につきまして国際理解教育の観点からも含めまして、今後検討が必要かなというふうに思

っているところでございます。高校生の海外派遣研修事業につきましては、２８年度多くの参加者

が参加する予定でございますが、２８年度の状況をみながら、それ以降の高校の海外派遣研修事業

については、見直しながら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。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 総合戦略事業費の方で移住定住促進事業費５５４万４千円の中で、昨年と比べると大幅に予算が

増えておりますけども、この中で移住定住促進補助促進補助１５０万円及び支援交付金で３２８万

８千円の内訳を教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 補助金の内訳でございます。まず１５０万円の内訳でありますけども、いわゆるお試し住宅、ち

ょっと暮らし住宅への観光協会への管理に対する補助金でございます。今、羽衣に１件、それから

江南に１件、それぞれの住宅の管理料等で計１５０万円を補助するものでございます。もう１点の

移住定住支援交付金の関係でございますけども、まず定住の方でございますけども、定住の関係に

つきまして、新規で１００万円。それから中古の住宅購入で７５万円。それから定住分の固定資産

税分が１３５万円。合わせて３２８万８千円でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ちょっと暮らしで借りている住宅ということなんですけども、２７年度の実績を教えていただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 ２７年度のちょっと暮らしの実績でございますけども、羽衣、江南合わせて１４組の方々がちょ

っと暮らしを体験されておりまして、総泊数にしまして、７１１泊という形になってございます。

滞在日数は、２５２日でございます。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 １４組の７１１泊と言ったら、相当数連泊しているなというふうに思うんですけども、ここ数年

間相当数ちょっと暮らし体験で来ていると思いますけども、この中で移住された方はおりますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 ２７年度末現在でございますけどもお試し住宅、ちょっと暮らしを体験して実際にこちらへ移住

された方は３件ございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ３件という報告なんですけども、町として総合戦略の中で今年もやりますけども、これからもこ

のスタイルを変えずにいくというふうに捉えてよろしいか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 町の移住政策につきましては、ただいま申し上げておりますお試し住宅の関係、それから空き家

バンク関係等々がございます。この事業につきましては、お試し住宅それから空き家バンクの実績

もかなり好調というふうになっております。今までのお試し住宅からの移住の関係は３件というふ

うに申し上げましたが、今年度もお試し住宅を利用して移住を考えているような方もいらっしゃる

というふうに聞いております。そういった部分も含めまして、いろんな角度からいろんな方策を打

って今後とも移住の政策に進めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 総合戦略事業費の６３ページ。清里高校に関する総合的な支援の中で、今回通学バス業務委託料

という形で計上されております。その甲斐ありまして３７名、新入学児童が新たに入ってくる運び

になると思います。その中で３７名そして在校生が２名ですか。そういう人数の中でバスを運行す
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るという形になりますけども、この路線的な部分、前回の委員会中でありましたけれども、その中

で町内の商店街にもある程度誘導した中で、帰りの便の話ですけれども、学校から本町を迂回しな

がら、また小清水に戻ったらどうだろうか。そういう話もちょっとお聞きところでありましたんで

すけども、そういう部分の運行が果たして可能なのかどうなのか。そこら辺、ちょっと。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 高校支援の中の小清水町からのスクールバスの関係だと思いますけど、まず、３７名ということ

でございましたけども、それは出願状況でございまして、その後に高校受検した方が３６名でござ

いました。１名他の私立、高専等併願していた生徒がいたということで、実際清里高校を受験して

いたのは３６名ということで、まずご報告させていただきたいと思います。小清水町からのスクー

ルバスの関係でございますけども、朝１便、夕方２便を予定したところでございますが、運行経路

につきましては小清水町の交通ターミナルを出発しまして、そこから道道の９４４号、１１１号、

町道１６号経由しまして清里高校着。下校時につきましてはその逆で高校発、北海道道１１１号、

９４４号を経由して小清水町交通ターミナルということで、現在は予定をしているところでござい

ます。帰りのバスにつきまして、町内の市街地という話がされておりましたが、現状では今現在小

清水交通ターミナルと道道を結んだ路線を走って、悪天候の場合については国道も特に冬期の関係

ついては、国道も走ることも想定しながら、現在進めているところでございます。将来的には今の

ルート路線以外も可能性があればまた検討していかなければというふうに思っておりますが、現状

では新たなスクールバス運行ということで、今言った路線をしっかりと運行した中、今後拡大でき

るものについては、検討していきたいと考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今課長答弁ありましたけども、街中の商店街の活性化の誘導策として、交通の手段を高校生向け

なんですけども、そういう形の検討も前回の委員会の中で通学に対するバスの方向ともう１つデマ

ンドでないですけども、そういう活用も課長の答弁の中で検討していきたいという話があったんで

すけれども、そこの辺もおさえていただきたいのと、委託業務の通学バスの関係ですけども、１年

間における稼働日数の数字をおさえていると思うんですけども、そこら辺もう一度説明願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 スクールバスの稼働日数でございますけども、高校の事業をやっている日に通学バス運行という

ことで、だいたい約２００日程度ということで、今のところは考えているところでございます。 
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○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 説明があったわけなんですけども、この中に例えば部活の関係等中で従来の小学校と中学校のス

クールバスと同様にそういう部活における期間の時間変更とかあると思うんですけども、そういう

部分のある程度の加配日数も考慮してこの日数なのか。 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 前中議員におっしゃったとおり、ある程度部活においては、冬、夏の部分で運行のバス時間が変

わることもありますし、その他、土曜、日曜で高校の方で行事等ありましたら、その日についても

運行をするような形がございまして、ある程度の余裕を持たした、弾力を持たせた中での運行をし

ていきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 ４時３０分を過ぎましたが、続けて審議を進めます。ありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 高校の通学バス１６号から小清水のターミナルから清里高校に向かっておりますが、その沿線に

おける高校生がいるといった場合にも乗れるのか、あるいは、中学生、小学生をいろんな形の中で

規制をしていくのか。もう１つ加えて言えば、時間帯があえば、一般の町民、あるいは小清水町民

であったり、清里町民も路線の範囲における乗車ができるのか、この辺の考え方については。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 小清水からのバスの関係でございますが、高校の支援ということでメインについては、高校生と

いうことを考えてございますが、１６号を通るということで、その沿線におられる中学生小学生の

方につきましても希望であれば乗車できるということで、２月末沿線方にもアンケートなり文書を

出しまして、希望調査を行っているところでございます。ただ一般の関係につきましては、今のと

ころは考えておりませんが、将来的には何か必要があれば検討が必要というふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

利用者がいるとすれば、範囲内でＯＫというスタンスをとっておく必要があるのかなと思います
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ので、その辺の配慮も１つ、同時に進めていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 将来的には今言われたことも含めながら、出きるかも含めて検討していきたいと思っております。 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。本日の会議はこれで散会にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

 

○議長（田中誠君） 

異議なしとみとめます。したがって本日は、これで散会とすることに決定しました。明日は９時

３０分より再開いたします。本日は、これで散会とします。 

 

（午後 ４時４２分散会） 
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平成２８年第１回清里町議会定例会会議録（３月１５日） 

 

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 
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２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   澤 本  正 弘 

    総 務 課 参 与   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 

    産 業 課 長   二 瓶  正 規 

    建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 

    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    澤 本  正 弘 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 
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    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２３号～議案第２９号（各会計予算案の質疑） 
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                 主 査  吉本  淳 
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                 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  山嵜 孝英 

        税務・収納Ｇ   主 幹  清水 俊行   主 査  吉田 慎治 
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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。 

 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（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１番 伊藤忠之君、２番 堀川哲男君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第２３号～議案第２９号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君） 

日程第2、平成２８年度各会計予算質疑を行います。昨日に引き続き、予算質疑を行います。 

 

○議長（田中誠君） 

 昨日に引き続き予算質疑を行います。１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費６１から６４ペー

ジ。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ６１ページの特産品販売拡大事業。ここには参加費と書いてありますが、予算審議資料の販売拡

大事業に予算３８６万６千円、どういう形の事業展開なのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 特産品販路拡大事業の関係でございます。この事業につきましては、清里町の特産品販路の拡大、

さらにそれらのＰＲというところの中で、昨年も国の補助金を使いまして、この事業を実施したわ

けです。今年度もこの事業を引き続き行いたいというふうに考えてございます。中身についてであ

りますけども、参加予定の事業としたしましては、北海道暮らしフェア―、本気の移住体験会、北

海道フェアイン代々木、町市村市、清里町焼酎のテレビＣＭ事業等になってございます。そういっ

た部分でこういう道内外の各イベント等に出店出品をしまして、さらにはＰＲ等を含めて清里町の

特産品の販路拡大を推進してまいり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

というふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 
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○７番（加藤健次君） 

 昨年は国の補助事業という形で今度は町費、一般会計から持ち出してやっていくわけですが、観

光からいろんな意味で仕掛けをしていかないとならない。お金のかかることなんですが、同時にそ

れは有効的に且つ効果の出る仕掛けというものを再度確認した上で類似的なものはないのか。行っ

てみたけどもその中の反応はどうなのか。あるいはホームページ等に入ってくる、あるいはメール

等にかえってくる環境がどうなのか。いろんなことの形の中、昨年やったから今年度参加するとい

うことじゃなくて、町長が言う前へ１歩踏み出すための方法としての使い道に最善の努力をもう一

度傾注していただきたいとこのように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 議員御指摘のとおり中身につきましては、昨年の実績そして反省を生かして、本年度の事業展開

の事業数そして予算組をさせていただきました。また、今年度についても当然事業を展開しながら、

この事業について反省評価をしながら、今後の事業展開の方向性を導き出していきたいというふう

に考えてございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

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３７分 

再開 午前 ９時３９分 

 

○議長（田中誠君） 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費、６４ぺージから６５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目障害者自立支援費、６５ページから６７ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

障害者自立支援費で６６ページですけども、居宅介護給付費が昨年より１００万円増えた反面、

施設介護給付費がおよそ１千７００万円減額になっております、その理由をお伺いしたいですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 



144 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 障害者の生活支援事業におきまして、平成２８年度につきましては、２７年度の途中までの実績

に基づいて予算を計上させていただきました。対象者の見込み数の変化ということでご理解をいた

だきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 課長答弁で対象者の変化となっているということですけども、自立支援医療給付費に関しても昨

年よりも３００万円減っておりますけれど、これらの同じような理由ということですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 これにつきましても自立支援医療給付費の対象者が一人減っておりますので、その影響でござい

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 すべて対象者の変化でというなんですけど、どうも何となくすべて在宅でやってくださいという

感じに見えるんですけど、その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 障害者の生活支援事業につきましては、多くは施設系サービスが多くなってございます。在宅等

が多く見えてまいりますのは、この度自立支援給付費において例えば透析患者の自立支援医療の給

付。具体的に申し上げますが、一般的には自立支援医療というのは、医療保険の給付が７割給付が

あって残り２割のこちらで給付をして、１割は自己負担。これについては利用者の負担力に応じて

限度額が定められていて、その限度額内にさらに抑えているという制度でありますが、生活保護受

給の方につきましては、他法優先になってございまして、これが自立支援給付すべてを賄うといっ

たことになりますので、お一人であっても予算額としては大きな額になって、これによってかなり

予算が動いていくという一例でありますけどそういったこともございます。御理解をいただきたい

と思います。 
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○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。なければ次に進みます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ３目福祉サービス事業６７から６８ページ。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 この関係から外れるかもしれませんが、透析バス関係の閉鎖ということが打ち出されているわけ

ですが、難病扱いであるいは福祉サービスを踏まえた形の中で、この辺の考え方どのように対応を

されていくのか。どういう部門でどういう項目をかけていくのか。行政としてどういうふうに取り

かかっていくのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 小清水赤十字病院の透析センターが運営をされています透析バスについては、昨年夏に今年の９

月いっぱいを持って止めたいというお話がございました。事情としてはバスが、その時点で１６年

を経過しまして老朽化が進んでいると。あるいは冬場の運行にあたっては、吹雪等で職員において

も安全面でも不安があるというようなお話でした。更新にあたっては３千３００万円ほどかかると

いうようなことの話です。そういうことで、町としては当然ながらせっかくの手厚いサービスです

ので継続のお願いをしているところです。斜里町とともに数度、小清水赤十字病医院に出向きまし

て、継続のお願いを今も続けているところです。これについて町としては諦めているわけではない

です。 

一方、小清水赤十字病院としては、９月末で止めたいということですので、どういったことがで

きるかというところで検討を続けております。ただ一般的に外来患者さんを住宅宅地まで迎えにい

って送り届けるという大変手厚いサービスを基本ということは、なかなか行政としては考えにくい

ところでありますけれども、今検討しているところです。ちょうど教育委員会の方で小清水町から

清里町へ向けてのバス運行を行うということで、話が進んでおりますので乗車のタイミングとして

は、入れ替わりと言いますか。清里から小清水に向かって、患者さんは利用して、学生さんは小清

水から清里に向かってということで、うまく利用できるのではないかと検討しています。現状のま

まであればスクールバスですので、夏休み、冬休み、春休みと運休の期間はございます。透析患者

さんは一般的に週に３日間、通院をされるとところですので、当然ながら運休をどう埋めていくか

というようなこともございますし、それについて検討を加えているところです。 

一方で、斜里町で行きは公共交通を使うんだけれども、帰りはバス、ＪＲとの乗り継ぎが悪いの

で斜里町のスクールバスで、小清水まで迎えにいこうかというようなことを検討されている。それ

については清里町途中経路があるので、清里町の相乗りも可能ですよというようなご提案もいただ

いています。そういったことも検討しながら、今検討中ということでご理解をいただきたいと思い

ます。 
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○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 そういう要望が小清水日赤からあって、その後の話がどういう形になっていくというあたりを答

弁されているわけですが、基本的には今までと同じ待遇は無理であっても、何らかの処置と方法は

していかないとならないと思うんです。ただそのスクールバスの問題にしても、それぞれ曜日が違

ったり、半日と言いながら、バスの運行、朝の人は良いかもしれないけども、帰りは無理とかいろ

んな問題等があると思うんで、その時点で悩まないように前もってよく十分に斜里町との協議、あ

るいは小清水日赤との協議。そして何よりも患者の要望等を踏まえて全く無視できることではない

というふうに思いますので、よろしくお願いをしたいとと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 斜里町との連携といいますか。もちろんのことですし、一番大切な患者さんにつきましては、現

在バス利用という方が３名の方いらっしゃいますね。たまたまこの冬ついては入院をされていて、

２名の方でありましたけれども、３名の方については保健師とともにお宅にお伺いをしてどういっ

た御意向であるのか、あるいは身体的な状況とかそれの確認をさせていただきながら、清里町とし

ての今の対応、現在お話をできることは話をしながら進めてまいっているところですので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 今のお話が出ましたので、お聞きしたいと思ったんですが、この透析バスが無くなるということ

でありましたけども、早い段階では副町長クラスでお話があったと思っております。わが町清里町

は３名ぐらいということでありますけども、斜里町は１５～１６名いるわけですけども、２月２５

日斜里町のほうは、これをどうするかということで集会を持って患者さんを集めて話し合いをもっ

たわけであります。話を聞きますと、今課長が言われたようにＪＲが無いわけですから、その中の

話し合いの中では、浜小清水までＪＲでいって、そこからまた網走バスを使ってどうなのかという

話が出たということで、その会合に出た話をさせていただいたわけですけれども、やっぱりうちの

町も患者さんは少ないですけれども、増えても減ることはないと私は思っている。これからは。小

清水の方は撤退するということですから、なくなっちゃうんですけれども、これに合わせて話が出

ていましたけれども、斜里町なり清里町とやっぱり連携しながらやはりお金の問題ではないと私思

うんです。ですからこれどのように考えておられるか伺いたい。 
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○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 斜里町の説明会では、今委員おっしゃるような説明がなされていると言うことです。それにつき

ましてもたまたま同日、家庭訪問を清里町の方にはさせていただきました。そのときにも斜里町で

は、こうゆうお計らいがあって帰りはどうですかっていう御提案をいただいているということでお

話をさせていただきましたし、清里町はスクールバスということもあるし、それを考えているとい

うご説明をさせていただきました。今のところ３名のうち、お１方は家族での送迎をする。もう１

方は、バスがなくなることは残念だけれども、自分で行けないこともないんだというようなことも

おっしゃっていまして、もう１人が方法がないですよというこということで、状況の方は聞き取り

をさせていただいたんですが、そのタイミングで清里町としてはこういうことで検討してというこ

とはお伝えしておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目老人福祉費６８ページから６９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、６９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ページから７０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。 

 ３目子育て支援センター費、７１ページから７２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。村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 ６５ページの難病者のところで聞き忘れましたが、昨年は３０人ほどと聞いておりまして、本年

はその増減はどうなっていますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（薗部充君） 

 難病者等通院交通費扶助の対象者につきましては、平成２８年度につきましては、上期・下期で

分かれますけれども、合わせて５８ですから半分で割って２９人ほどの予算額でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 説明員交代のため、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前 ９時５９分 

再開 午前１０時 １分 

 

○議長（田中誠君） 

 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、７２から７３ページ。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 保健衛生総務費の地域医療体制確保事業の中の２４時間電話健康相談サービス事業。このことに

ついてちょっとお伺いしたいと。取り組みは良いかなと思うんですけど、審議資料のほうにコンビ

ニ受診や救急の安易な救急要請を抑制するということで、実際にそういう実態はどのぐらいあるこ

となのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 これにつきましては、清里町はもちろん斜里郡３町、大空町等広域での医療連携がありまして、

その中でも目標の１つとされていました。その中では特に小児のコンビニ受診。これによって小児

科医が疲弊していますよと言われていますし、医療費の抑制ということもありますが、実は我が町

においては、そういった実態は極めて少ないものだというふうに押さえています。救急の要請も少

ないですし、よその町と比べて。 

それから小児科の関係についても、１８歳までの小児医療を無料化にしていますが、町外での医

療費については償還払いとしたという手法もとっておりますし、これは病院から逆にそういう方式

をとってねと。何らかのアクションがなくて無料ということではやっぱり抑制効かないよと言われ、

清里町の考え方と一致でもあります。ですので、２４時間電話健康相談というものの効果として一

般論として挙げさせていただいておりますけども、ここらへんについては清里町では少ないものと

いうふうに考えています。１番の目的は、やはり体の状況の悪いときに相談する方がいないと。こ

ういう家庭においては、電話でベテランの看護師あるいは医師も相談に乗っていただけるという、

この安全安心のためと言う事でご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 



149 

○３番（河口高君） 

 今の２４時間電話サービスの件ですが、今朝ほどテレビでも、薬局の部分の２４時間が話題にな

っていました。この部分も活用できるのかなということで朝見ていたわけですけども、今も答弁い

ただいたように余り活用がないのかなっていう返答ですが、むしろこれはどうなって利用したら良

いよという利用の仕方を町民にたくさん使ってもらう、せっかくある予算の中でどうやって有効に

使ってもらうという考え方も必要かなと思っておりますので、そのへんどういう利用の仕方がある

のかと。この辺調べてなかったんですけども、どのように考えていらっしゃるのですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 議員の御質問はどういったケースで使えば良いのかということだと思いますけど、一番は急病あ

るいは怪我のときにどうしようと判断に迷った時ということで２４時間ということは夜中も良いで

すよということで、そこを一番使っていただきたいと、多く見込めるのかなと思っているところで

す。やはりお母さんが、子どもが急に熱を出した時、救急車と思えば、相談していただいても構わ

ないわけですが、躊躇したときには使っていただく、あるいは学校に行かしても良いんだろうか。

休ましたほうが良いとか、そういうところを広く使っていただければ、健康相談に関わるというと

ころで、遠慮なく使っていただくためのものと考えております。周知につきましても、当然ながら

広報インターネットのホームページはもちろんですけれども、保健センターには妊婦さんからご高

齢の方まで多くいらっしゃいますので、その中で丁寧な周知活動を続けていきたい。委託業者の方

も広報についてのいろんなアイディア、その辺の資材の提供もあるということで聞いておりますの

で御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今河口議員が言ったのは、使っていただければということでなく、使うことを町民に進めたらど

うですかということでないかなということでないかなと。そこらへん。 

 

○議長（田中誠君） 

 福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 後段申し上げたようにいろんな手段を使って周知活動をする、そこでは遠慮なしにご相談くださ

いということで、当然積極的な利用を呼びかけるというふうに御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 
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 ２目予防費、７３ページから７４ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 予防費の予防接種事業費委託料１千５００万。予算計上されているんですけど審議資料を見ると、

子宮頸がん４０名ということで含まれております。問題ないんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 子宮頚がんの予防接種につきましては法的には定期の予防接種ということで、町には接種機会を

つくる義務があります。ですので四種混合であったり、変わらず町として予算措置をして予防接種

を希望される方に受ける機会をつくらなければならないということで予算措置をしていますが、一

方で副反応がでているということで、制度的にはそうでありながら、国は積極的な接種の勧奨をし

ないようにということになっています。ですので、予防接種についての勧奨はしていませんし、御

相談があった時についてもこういった状況にありますよということを丁寧に御説明した上で、最終

的には保護者なりという判断でありますけども、正直言いましてお勧めできるような状況ではない

ですが、制度的に構えがなければならないということで御理解をいただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の課長答弁ですと、法的にこういうふうに義務つけられているという説明でないかなと思うん

ですけど、先日子宮頸がんに関する発表があったんですが、日本全国、子宮頚がんの予防接種を受

けられた方全国で３３８万人ですよ。そのうち２千５８０人という若い女性が体に何らかの症状訴

えていると。中には手足が全く不自由になった方もおります。今課長の答弁ですと、法的に義務づ

けられているということなんですけどもこういう状況で考えた場合にこの子宮頚がん予防接種は項

目のなかに必要なのかって思うんですよ。法律的にと言われたらどうしようもないんですけれども、

極力数年前も子宮頸がん実績がゼロだって話を聞きましたけども、行政として町民の安全を考えた

場合に、何とか中止する方向で向かっていただきたいなというふうに私は思うんです。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 いろんなお考えはあると思いますけれども、制度として構えがなければならない、これは御理解
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をいただかないといけないところです。先程も申し上げましたように状況については、丁寧に御説

明を申し上げてお勧めは決してしません。ただ、最終的にそういうリスクは承知の上で受けると言

われれば、止められないということも御理解いただきたい。決してそのような方向に持ってくるこ

とはあり得ませんし、早くこれについて原因が究明され、予防接種としての効果はかなり高いとい

うふうに言われています。ただ副反応が問題だということですので、早く解決をしていただいて、

国もしっかりとした方向性を出していただく、やめるならやめるようにすれば、本当に安全な形を

期待しているところですけども、思いとしては議員と同じ思いですので、事故のないようにして説

明をしていきたいと思っておりますので、ご理解を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目各種医療対策費、７４ページから７５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、７５ページから７７ページ。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 環境衛生費の中の墓地管理事業費の墓地管理について。私、向陽墓地を担当しまして、非常に管

理されている内容の不備が現状に見受けられます。この辺を現状にあった情報に早急に検討してい

ただきたいということと、墓地をなくす施策、当然費用どうするんだという問題がたくさんあるん

で、そのままになっているケースがたくさんあると思いますので、将来的に墓地の始末をしていく

かということについても将来検討していただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま御質問のありました墓地の管理に関してございますが、現在各墓地に関しまして、一般

的な草刈りだとかそういったもののほか、墓地管理組合の方にお願いしてやっていただいている部

分がございます。その他に町がやらなければならない管理のほうがありましたらその都度教えてい

ただきまして、予算措置しながらやっていきたいというふうに考えているところございますが、不

備の部分について把握していない部分がございますので、そういったところを墓地管理組合に確認

いたしまして進めてまいりたいとこういうふうに思います。 

それから、墓地をなくすといったお話でございますが、近年、墓地の返還の件数が増えてきてい

る部分ございます。そういった部分などで実際、個人個人の墓地をなくすという形の中で、自分で

工事される方がほとんどですが、費用関係でそのままおかれているという部分につきましては、把

握できていない部分もございますので、そちらの方につきましても、町としては、墓地の用地をお

貸ししているという形になってますんで、最終的に使わないということになれば、墓地の改葬とい

う形の中でどちらかの方に移すか、そういう形の中で進めていただく方向じゃないかというふうに

考えているところでございます。 
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○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の管理使用歴、その他のここを誰が使用しているかっていう情報が非常に不備っていう件につ

いては、従来からこちらからもお願いしているんですが、転居される時に同じくリンクしていただ

きたい。転居しているのに、墓地のデータだけはいつになっても変わっていない。それが長い間で

あるともう連絡しようがないというのが、現実にたくさんある。私どもが管理している向陽墓地も

かなりの部分を整理しましたけど、まだそのへんが不備で、ほかの場所についてもそういうのが散

見されるということなんで、一気にどこかの時点で少しずつじゃなくて片づけられることかなと。 

それともう１つは墓地をなくすときに、どうしても相手がわからなくなる。これは始末にしよう

がないんでしょうけども、破棄したいけれども高額の費用がかかる。これは管理組合が、最終的に

半分ぐらい出しまして、町の方でもって言うような事も１つ検討していただければと思いますんで、

ぜひこれから将来に向けて検討材料にしていただきたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 最初の質問ですと、勘違いしておりました。使用されている方の住所ですとかそういった分の管

理ということでよろしかったでしょうか。町の方でも墓地の使用の継承ですとかそういった部分に

つきまして転居だとかやってくださいということで、皆さんの方に周知したり、お願いするところ

なんですが、なかなかそういう部分も一筋縄でいかない部分がございまして、管理出来ていない部

分も正直いってございます。その中で実態調査という形で昨年も進めてまいりましたので、管理組

合のほうと情報のつけあわせなどやっていきたいなというふうに考えております。それから御提案

いただきました墓地撤去関係でございますが、そちらの方につきましても行政が負担するものかど

うかということを十分検討しながら、考えさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 同じく関連するようなことですけど、墓地の管理についてですけど、課長おっしゃられたように

きちっと継承する部分、申しわけないけどだんだん意識が薄れていくんですよね。僕もやっぱり係

をやっていますけれど、維持管理組合としては、会費すら集めることがもう大変な状況になってい

るんですよね。千円、２千円の会費を集めるためにとんでもない苦労がつきまとうということです。

先祖伝来で誰がその責任を持ってその墓を面倒見ていくんだという認識が高まるような文章を配布

したりしていかないと。組合自体がもう本当に続けていけない。そうことになっているのが現状で

ないかなと。そこら辺の周知は、過去に役場からそういう文書がそれぞれの管理者墓地の持ち主に
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お墓の持ち主に届いたことも無いみたいですし、管理組合を通してでも良いですから、そういう意

識づけをきちっとしてもらえるような方策をとるべきでないかなと思うのですけど、どうでしょう。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 勝又議員おっしゃるように、啓蒙も大変大切なことだと思います。そのようなことも含めまして

墓地管理組合と協力しながら考えていきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 関連なんですが、これ賃貸契約は町と個人とが行っているわけですよ。そういう形にありながら、

それぞれ上斜里であったり、神威であったり、向陽であったり、そういうところのそれぞれ管理組

合があるということなんですよ。ということは、賃貸したのが正確に管理組合に伝わったかどうか、

あるいは管理組合がしなければならない範囲はどこまでなのか。基本的に賃貸の関係は町と借りる

人との関係なんです。この時点できちっとある程度の整理をしないとならないと思いますし、同時

に、町はそれの管理の委託責任者がいると思うんですが、その人と管理組合との関わりであったり、

実際にもう一度最初につくった時点では、いろんな取り決めや話し合いがきちっとあったんだと思

いますが、ここへ来ていろんなことが出てきているんで、もう一度契約を交わすときには、移動す

る時にはどうですよとか、町と借りる人との契約をきちっとするということ。そしてこれから大切

だと思っているのは、それぞれの墓地に町が委任している管理者がいると思うんですが、それと管

理組合との整合性。基本的には町にやれという話でなく、先祖代々ものをそれぞれの家族が継承し

ていかんとならない。そのための形の中できちっと継承されていく、話の中身をどういう形が本当

にこれからスムーズにいけるのか。このことを基本的に管理組合と協議をするとかっていう前に、

町として賃貸契約を結んでいるわけですから、その形の中からどういう形で管理組合あるいはその

賃貸契約の行為をしていくのかを十分に検討を重ねていただきたいと。現状非常にばらばらになっ

ていると思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 今加藤委員おっしゃるとおり、各管理組合との関係というのも希薄になっていたりしまして、管

理組合自体も一部の墓地におきましては、なかなか動きができないような状況になっていると伺っ

ています。そういった状況も含めながら、今後よりよい方法をとれるような形の中で進めてまいり

たいと考えますんで、どうぞよろしくお願いします。 
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○議長（田中誠君） 

 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、７７ぺージから７８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、７８ページから８０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１０時２６分 

再開 午前１０時３３分 

 

○議長（田中 誠君） 

 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、８１ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 以前の定例会の中で、農業委員の報酬について、会議の回数、業務の内容が大変増えているので、

報酬が安いんじゃないですかというような質問させていただきました。そのときの答弁でほかの農

業委員さん以外の委員さんのバランスもありますし、報酬審議会というものもありますのでという

お答えをいただいたんですが、その席でぜひとも調査検討をお願いしますというお話をさせていた

だきました。この件についてどのような調査検討がされているのかということについて伺いたいし

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今のご質問ですが、農業委員さんの報酬の関係につきましては、前回、報酬審議会等の部分

もあるということでお答えをさせていただいております。農業委員会の方といたしましても管内の

農業委員さんの報酬状況を確認させていただいているところでございます。その中で農業委員さん

の報酬関係、管内的に中位を上回るという形になるということで、金額的に大きな差はないのです

が、全体的に管内的な農業委員さんの報酬金額の中より上ということで推移してございますので、

農業委員の報酬の改正については、特段のところの推移はみせていないということになっています。 
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○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 他の町村とのバランスという所もある程度考えていかなければならないということは、理解しま

すけども、現実に業務の負担等を考えると、清里町の場合は、恐らく他の町村よりも負担が多いん

ではないかと思いますし、特に農業委員会の会長さんについては、かなりハードな業務をこなされ

ていると思いますので、その点も再度調査検討をしていただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御意見、踏まえまして再度検討していきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他、ありませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 関連質問ですが、農業委員会の法律が変わって、今度は公職選挙法でなく町長の任命という形に

なっていくと思う。そういう形になっていくとそのままの報酬という形のスタンスを続けるのかど

うなのかということが出てくると思うんです。今堀川議員が言われていた出る回数やそういう時間

が多くなってきたという形の中では報酬という考え方ではなく、費用弁償というような形の方法を

とって、実際に担う業務内容が増えてきているという面からどういう形が良いのか。法律的には４

月からスタートがされるというふうに認識しておりますが、継続されるんで、今度の任期満了後の

スタンスの中からそういう形の中でどういう形が良いのか。ぜひ検討を重ねていただきたいと。お

願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご意見のとおり、農業委員会の制度が改正されるという部分ございます。清里町の場

合は、２９年の３月で改選期という形になってございます。それに併せまして、条例の改正等を進

めているところでございますが、これにつきましては新年度中に改正の方向で検討していくことと

あわせまして、御指摘の部分についても検討してまいりたいというふうに思います。 
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○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 農業委員に関連して確認ですけれど、今後農業委員制度改正を迎えた中で、人事権を首長が上程

される運びになると思うんですけども、細かい話で恐縮ですけれども、その時に農業委員さんの一

括名簿の上程になるのか、あるいは個々の人事権案件と同じように全員の案件を議会の中で図るの

か、細かい話ですがその辺はどのように捉えているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 このたびの選任の関係でございますが、教育委員さんの選任と同じように選定委員会というもの

を設置いたしまして、候補の委員さんを設置すると選任の地区の範囲とかそういう部分の取り決め

も今後進めていかなければならないという部分でございます。その中で各地区から選任いただいた

方について選任委員会の中で選定を行いまして、議会の方に提案をさせていただいて承認をいただ

いければ選任という形になります。あくまでも選定の者につきましては、選定委員会なりで協議し

た中で定数の提案をさせていただくということになろうかと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目農業振興費、８２ページから８４ページ。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ８２頁。繰出金の中で、温室ハウスの管理運営費。今年度は見ているわけですが、ケアハウス等

の関係で今後どういうふうにしていくのか。現時点で移設をするのか。どういう形にしていくのか。

お伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 温室ハウスの関係でございますが、２８年度につきましては、通常どおり使用していくという形

で考えています。２９年以降の部分に関しましては、２９年で施設については解体したいというふ

うに考えてございます。耐用年数についても、もう既に超えておりますので使用については、あく

までも解体という形で考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 
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 ３目畜産業費、８４ページから８５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目農地開発事業費、８５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目道営整備事業費、８６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、８６ページから８７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、８７ページから８８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、８８ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 町民活動施設費の土地の使用料についても４８万８千円。パパスランドのパークゴルフ場の土地

の借りている金額だと思うんですが、２７年度５年契約またさらに契約をしたわけです。毎年５０

万近い金額を払うということに関して、いろいろ委員会の中でも議論されてきたわけですけれども、

５年契約をする時に委員会の中で再度検討していくという項目になっている。その後年数はそんな

に経っておりませんけども、これをどういうふうにしていくのか。再度検討を重ねたのか、その辺

をお伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 パパスのパークゴルフ場の用地の関係でございますが、この関係についても３年契約ということ

で、２６年の４月から２９年３月３１日で、３年契約で契約を更新させていただいています。この

分につきまして、この時の更新の際の委員会等いろいろな協議の中で、用地取得の部分もお話をい

ただいております。地権者のほうとも年に数度話をしながら進めているところですが、なかなか地

権者の方も売るというようなお話になってきていないという実態でございます。これにつきまして

は、次の契約更新までには、協議を重ねながら地権者とも話をしながら進めていきたいというふう

に考えておりますので、その後の用地取得関係ができれば取得という形で進みたいと思うんですが、

相手の方の部分のこともございます。これらの部分で、少し時間をかけながらすすめていきたいと
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思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の答えを聞いていると、この質問をするといつも同じ答えはしか返ってこないです。以前の産

業課長も同じ答弁でした。もう相当長い間借りていますし、地権者と話し合ってきたと思うんです

けど、一向に進展がないというふうに私たちは見える。これは毎年５０万円近い相当な金額ですの

で、やはり膝をつめて、もう一度じっくりと地権者と今後のことについて、話し合っていただきた

いというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 委員会からもお話しのとおり地権者のこともじっくりとまたお話を決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（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 この問題の関連で相手があることですが、私は前進していると理解している。最初は１０年、そ

れが５年になり、３年になります。今のことがこの３カ年の間の更新時期を迎える間に整理をされ

るべきだと思います。私は前回でも言ったんですが、そのまま相手があることで続けなければなら

ないとするならば、あそこのパークゴルフ場は、新しく契約に基づいて現状復帰をして返して、パ

パスの西側の空いているところに９ホールでもつくるべき。このように将来に向かっていくんであ

れば考えていくべきだとこのように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 今お話のとおり、相手のある物件でございます。パークゴルフ場の設置替えと言いますか、それ

らの部分をあわせまして検討するというところで、実際検討を進めていきたいというふうに思うん

ですが、経費の関係等もその辺の部分考慮しながら、どういうふうに持っていくか。それも含めて

検討し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。 
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○議長（田中誠君） 

 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。８９ページから９０

ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 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質問漏れはありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 実はハウスの関係なんですが、解体という形だったんですが、解体には経費がかかると思うんで

す。確かに課長の答弁では、耐用年数を過ぎてとこういうことであったんで、私は町民対象にして

入札で、１円でも良いからどうですかという方法。今年度中にその模索を図るべきではないかな。

それで駄目であれば改めて解体という行為があっても良いかというふうに思いますので、ありませ

んでしたということじゃなくて、きちっと町内に向けて入札をかけるなり、その措置をしていただ

きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今の温室ハウスの関係ございますが、解体というお話をさせていただきました。これにつき

ましては今委員から御指摘のとおり、鉄等の部分もございますので、それの再利用という部分ござ

います。それで、見積もりなり、入札なり、払下げというのも、一つの手段かなというふうには。

それらも併せた中での最終的には更地にするという形で解体を行って、移設ということではなくて、

あくまでも解体処分という形の中で処理をしていきたいというふうに思いますので、入札等も含め

た中で、あそこから撤去していただくという形の中の取扱いも検討の材料かなというふうに思って

おりますので、それも含めまして検討していくということでご理解いただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 その場合において、いろんな障害やいろんな問題点があると思うんですが、これからの公共施設

やいろんな形の中で全てすぐ解体じゃなくて、再利用や入札などいろんな形のことを模索していか

なければならない時代だと思います。そしてあのハウスは耐用年数が過ぎたと言えど、農業の生産

者から見れば価値のある立派なものだというふうに思います。そういう環境の中では、ぜひ再利用

していくための方法はどういう形をとっていけばできるのか。こういう観点に立って展開をしてい

っていただきたいです。 
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○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○７番（加藤健次君） 

 御指摘を踏まえまして検討してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 かなり的外れな質問をさせていただきます。きよさと地域資源活用交流促進施設、札弦地域資源

活用交流促進、町民活動施設。このような名前があるのですが、この施設名を聞いて果たして何人

の町民がこれはパパスの横の施設ですよとかそういうことが解る人は果たして何人いるのかなとい

うふうに正直感じるわけなんです。これが行政用語というもので、しょうがないと言えば、しょう

がないと思いますが、重ねて今回また情報交流施設という難しい名前の施設ができるわけですが、

できれば町民もわかりやすい施設名にこれは名前を変えていくことは、出来ないのでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長.。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 堀川議員からの御意見でありますが、まだ６目清里地域資源活用交流促進施設、７目の札弦地域

資源交流施設はこれにつきまして補助事業上実施したということで、その補助事業の名称に合うよ

うな形でこういう名称でずっときていると御理解をいただきたいと思います。補助事業等々の会計

検査等々を終了した段階で、町民にわかりやすいような名称等に改称していきたいというふうに考

えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 先ほどちらっと言いました情報交流施設つきましては、重ねて何度も委員会で言っていますが、

町民だけでなくて、町外の人、あるいは道外の人も利用するような施設になると思いますので、ぜ

ひともわかりやすい愛称をお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 愛称等については職員の中で最終選考をさせていただいているところでございます。町民皆さん
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にも愛されるような名称にしていきたいというふうに考えてございますので、ご理解をお願いいた

します。 

 

○議長（田中誠君） 

暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

再開 午前１０時５８分 

 

○議長（田中 誠君） 

 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、９０～９１ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 一般質問の中でもさせていただいたんですが、商工振興費の中のイベントに対する経費が２分の

１なんですが、祭りイベント自体が場所の問題、いろんなことで商店、商工青年部の人数も減る中

で、検討していただいて３分の２ぐらいのことを検討していただけないかなと。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの商工振興関係の補助でございますが、現在２分の１という形で補助させていただいて

おります。この関係につきましては、２分の１の補助ということで長年推移してきたところでござ

いますが、今後商店街の部分の減少というのがございます。これはもう合わせまして関係機関との

協議を進めていきたいと思います。御理解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） 

 今の答弁、過去からずっと変わってないですね。しかし環境については、どんどん変わっている

のが現状だと。これからも非常に必要な部分、イベント、にぎわいについては非常に大切な部分。

それには負担が大きくなるということについて、やはり将来的に考えて継続していくために、その

まま２分の１で良いのかということについては、さらに検討していただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御意見を踏まえまして十分に検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 私は、コミュニティセンター建設資金償還金補助１千７６万６千円、毎年上がっております。補

助は平成何年から始まって、また何年まで払っていくのか。合計金額は幾らになるのか。ちょっと

参考までにお伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのコミュニティセンター建設資金償還金補助ということでございますが、この関係につ

きましては、平成１０年の部分で高度化資金を商工会のほうで借りております。それの部分の償還

ということでございまして、１１年から３０年までの債務負担という形になっておりまして５年据

え置きという形で１５年償還という形になっております。借入金額が１億６千６８８万円。これが

借入金額と定額での償還という形になりますので、５３８万３千円が、年２回の償還という形にな

ってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 コミュニティセンターは実質商工会と観光協会が中に入っておりますけども、観光協会が今年７

月の情報交流施設ができますと移転するということですけども、あの施設は今でもたまに音楽関係

イベント等々で使われているという話も聞いておりました。多目的に使っている分はあるのかなと

は思うんですけど、観光協会が移転にしてしまった場合、街中でどういうふうなイベントが行われ

るようになるか解らないですけど、やはり活気をつけて行くためには、あの施設は本当に町の中心

部であり大事な施設でありますので、今後町としてもあの施設を利用した中で、どういった盛り上

がりをつくっていくのかということを、どのように考えているのか、ちょっとお伺いしたいと思い

ます。 
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○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 コミセンの維持の管理の部分かなというふうに思いますが、この関係につきましては商工会の方

に委託をしながら維持費の部分で助成させていただいております。この中で運営管理をやっていた

だいているんで、催し物関係につきましては、商工会なり、観光協会が入ってございますので、そ

の中で催し物を展開していただいているという実態でございます。これらの部分につきましても、

関係機関との協議をしながら、より良い活用についての方法も検討していき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（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 各関係機関と相談しながらやるということですが、行政側からも強い発信力を持って利活用して

いくということに全力を挙げて、新しくできる交流施設だけが盛り上がって、街中が閑散としてい

るってことにならないようにやっていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 御指摘の部分、十分に含めまして商工会ともお話合いを進めていきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 コミュニティセンターの関連することで、一言感じることをお話しさせていただくと、６月の議

会のときに施設にかかっている平成１８年総理大臣賞の掲示、非常に風化した状態なんで、そのま

まにしないで何か方法をということでお話しさせていただきました。ようやく９月にあそこを剥が

しました。剥がすことが目的ではない。私は活用をきちんとしてということでお話しさせていただ

いたと思うんですね。そのまま１年を迎えるんですけども、全くＰＲすることについて出来ていな

い。ＰＲを検討しなきゃということの回答をいただきました。全く検討しなくても焼酎だとか、Ｐ

Ｒしなくてはならないことがたくさんあるんですね。そしてそこの金額についても確認させていた

だきました。その辺の予算は一切あがっておりませんけれども、せっかくあるスペースをどうやっ

て利用するか。自分たちがどうやったらそこに賑わいを持っていくのか。これはいろんな形ででき

る。その利用方法を知らないのだったら、町民に聞けば良い。一杯意見があります。どうやって活

用できるか。これ町民のための施設でどうやってあそこを活用するのか。せっかくある建物、経費
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がかかっているわけですからどう利用するか。あそこに確かに日光を遮るカーテンがあるだろうと

思いますけども、外から見たら暗い感じのイメージしかない。静かで良い場所ですよ。それで良い

んだろうか。あそこの活用、できた時の何年間の間での賑わいが、今とは違うように感じています。

ずっと商売させていただきましたけども、非常に静かな場所で良いんだろうかというのを感じます。

あのウインドウ活用の方法を十分検討していただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの昨年御指摘を受けまして、古い部分のシールについては、撤去させていただいた経緯

がございます。その後現在至るまで、特に何もされていないという御指摘でございます。これにつ

きまして、今後何らかの形で活用できるかというふうにも考えておりますので、その辺を踏まえま

して十分に検討してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 商工費、商工振興費全般にわたってですけど、今年も取り組みの中で、住宅改修等の促進事業の

拡充、店舗の出店改修の事業が継続されたりということで、また中小企業の融資の貸付制度の継続

とずっと取り組んでやってきている中で、僕も商工会に入っているわけなんですけど、新たなもの

に対して助成を厚くするという考え方も、確かに町に賑わいを取り戻すという中では解らないわけ

でないんですけど、やっぱり今の既存の店屋さんがきちっと将来ともにやっていってもらえるよう

な形のものをつくらない限り、幾ら新しいものを求めても、片方でどんどん辞めていくんであれば、

本末転倒な部分なんですよね。今、店屋さん中で跡取りが帰ってきて、今後とも続けるような要素

のある店が果たして何軒あるんですかっていうのも含めて、実に将来的な部分で、うちの商店街の

存続がものすごく危惧される部分なんですよ。今年であれば振興費、６千万ですか。その中にはコ

ミュニティセンターの資金の返済とかそういうものまで入っているわけなんですけど、やっぱり商

工振興って形の純然たる部分で使われている部分は全額ではないわけですけど、使われ方の中身と

いうものをもう一度きちっと精査した形の中で、前段で申したような形の商店街が存続していける

ような使い方っていうか、町からの補助の仕方と言うか、商工会に行けば商工会の中で、今度いろ

んな細分化した使われ方がという部分なんですけども、それはきちっと功を奏するような形の使わ

れ方になるような物っていうのは、商店街に任してということではなく、そのことを行政が含めて

考えていかなければ、存続は難しいんじゃないかなと思うんですね。そこら辺のことを含めて、今

年度は予算の措置をされたわけですけど、総額が云々ということではないんです、その中身につい

てそういう部分は商工会のほうと協議した形のなかで取り進めていただきたいなと思いますけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 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部分で、商店街の新たな出店の部分については現在補助が出ているというふ

うに思います。ハード部分でいけば既存の店舗に関しましては、改修という部分で若干であります

が、補助をさせていただいてございます。 

議員ご指摘のソフトの部分での今後の商店街の継続支援という部分のお話かというふうに理解を

するところでございます。この関係につきましては何か新たな方策という部分で出来る部分。総合

戦略の方でも若干の支援部分が出ていたかというふうに思いますが、こちらの部分については、商

工という部分での予算計上という形になってございます。それらの部分も合わせまして、今後何ら

かの検討が必要になってくるというふうに理解をしておりますので、それも併せまして今後検討し

てまいりたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

答弁にもありましたことを勧めてもらいたいんです。行政サイドとして、現状の店屋さんで、今

後とも店を続けていきたいという形の情報って聞き取られていますか。一体幾つのお店屋さんが、

将来ともに子供を呼んででも、うちの店を続けてやってくんだという考え方にたっている店屋さん

って何軒あるか。そういうことを捕まえていますか。捕まえていないとすると、どんどん店屋さん

のそういう形のものをきちっと捕まえて、将来買い物していけるような町づくりをしてかなくちゃ

いけないんじゃないかなと思うんですよね。そういうところも、きちっと考え方を捉えた形の中で

商店街活性化なりそういうものって進めていかなくちゃいけないと思うんですよね。そこら辺どう

でしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 商店街の実態の関係でございますが、実際のところ私どもでは、現時点では把握していない部分

でございます。これらにつきましては商店街のほうとも連携しながらお話をしていきたいというふ

うに思います。商店どんどん少なくなくなってきているのは、実態でございますので、そのへん商

工会を十分に協議しながら詰めていきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 次進みます。２目観光振興費、９１から９４ページ。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 観光振興費、清里町観光計画の策定業務委託料２６２万５千円ということで計上されて、金額の

内容、どういう形でこの金額がされているのか説明いただきたい。 
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○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 委託の内容ということでございますが、委託部分につきましては、業者に対する調査研究費部分

で４５万。資料作成費７万５千円。大きな部分では、研究員、資料収集のための職員の手当という

部分で１６９万円。その他管理費用で２２万円という形になってございまして、合計２６２万４千

５００円という金額になります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 この策定業務委託料ということでなくて、観光振興計画についてお話しさせていただきますと、

昨日の一般質問の中で勝又議員からの町長の答弁の中身は理解しました。しかし策定委員会と今の

２６２万５千円の微妙な温度差があるのかなというのが、正確に確認取れなかった部分がございま

す。 

質問の中で、私も２度ほど現課の方で、この件に対しては質問をさせていただきますってことで、

内容についても詰めたつもりでおります。その中で今の答弁は非常に不満なんです。私が何時間も

お話しした内容とだいぶ食い違っていることなんだろうと。 

確かに費用はかかる。でも私は金額のことを聞いているんじゃない。先ほどの特産品についても

情報交流センターがいろんなことに波及している部分がここにあるんだと。情報交流施設の背骨で

す、観光振興計画は。観光に１番特化した施設ということでここの建築は各議員からの決議がされ

たんだと。観光施設で特化することを前提ですすんだ話なんです。 

でも、肝心の新施設の背骨になる観光振興計画は自分がつくらないとだめなんだということを委

員会の中で強く話しております。町長の答弁の中に策定委員会の中でやって、そしてこの計画を立

てていく。この中身、担当の部分が余り明確でない。私が感じるところに、この部分はある程度業

者に任せてっていうか、ある程度のことはでき上がっていますという回答をいただきました。どこ

まで出来て、どの部分が足りないのか。本来、アウトソーシングの中、全部任せる方法も一つでし

ょう。ただしこの計画は、観光の背骨なんです。この町の今後をつくる背骨になる部分を自分たち

がやるのに、自分たちの計画をつくれなかったら、どうもならない。絶対にこれは自分たちがどう

してもやる。その中でどうやって進むかというのは、いろんな方の御意見の中でプロジェクトチー

ムにどうやって進んでいこうか。いろんな方の意見を聞きながら、すぐ出来ることです。そしてこ

の情報がどうしてもいるよ、その情報に対して業者を使う。この間のお話の中で出来てくるけど、

自分たちが使える情報がどれだけあるのかというお話をいただきました。全く違うんです。自分た

ちが欲しい情報をどうやって集めるかということを業者に委託するんです。欲しい情報を何とか作

ってくれということで、業者に委託した中から自分たちの使うものを使いましょうと。この値段の

何分の１は捨てるようなものです。しかも、このアンケートがここの町の人の中で全員でつくるん

だったら、その費用も循環の中に入ります。おそらくこれは町外の業者に任せることなんだろう。

そうすると、必要のない情報を使う費用は無駄金なんですね。しかも、私はこの観光振興計画は、
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どうしても自分たちがどうやって関わりながらつくるかということが、僕は一番大事に思う。総合

計画は別ですよ。これは自ら私たちがこの観光の中に足を踏み入れた以上は、どうやって推進する

のかといった時に大事な部分。それは自分たちでつくらないと駄目。 

この間の新聞記事で、総論になりますけれども、大事だなという心構え、我々町民も行政の方の

ひとつこのこと言葉だけは大事にしていきたいと思うんですが、地方創生とは自らつくり上げるこ

とが一番重要なんだという記事が。これはまさしくこれから地方創生する形でやるときに自分たち

がどれだけかかわるかってことが非常に大事な部分。その中で、この私たちは観光というところに

１つの事業に足を踏み入れたんです。あの施設は本当に町民がつくってほしいと願望されてつくっ

た施設ですかといった時にこれは疑問符があるんです。あの施設はすべて町民が皆、欲しいから何

とかつくってくれという施設ではないんです。これは清里町が一歩足を入れたこの観光事業のため

にこれから進んでいくための将来を見たときの施設。この施設を中心として一緒になって町民とが

んばりましょうと言う１つ入り口なんだろうと思っています。その中の大事な振興計画。これをき

ちんと作りこむ。この迫力が現場に無いんです。それが物足りない。私は何度も足を運んで気持ち

も伝わって欲しい。その時に、今の質問の回答は全然そこには誠意がない。私はそう思っている。 

これ昨日の一般質問の町長の答弁の中で、現実に本当に誠意を持って進んでいくのか、これは見

届けていくと同時に、私もどう関わってお手伝いできるかということを考えていきますけども、ぜ

ひこの部分をしっかりともう一度、必要な部分に使う費用。あるいは策定という形でなくて、むし

ろ観光計画に対する別な形にも使えるような費用体系になってほしいなというのが、私の望むとこ

ろです。あくまでも策定だけじゃない使い方ができる形を是非とっていただきたい。自らの計画は

しっかりと自分たちでつくることが大事だということをこれは今までと違う、全く新しい部分をつ

くり上げるときに何とかこのへんを考え直していただきたい。 

美しい村、いろんなことが波及しますけども、シティプロモーションで、自分たちの価値をどう

やってこの町の中に見出してやるか。これが大事な部分だと思うんですね。もう一度考えていただ

きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問の部分ございますが、さきほどの分は委託料の中身ということでお答えをさせ

ていただいた部分でございます。観光計画の策定の関係でございましたが、これにつきましては一

般質問の中にもございまして、町長から答弁もございましたとおり、これはあくまでもやはり町民、

自ら計画してつくっていくという部分が大根底にあるのかなというふうに思っております。この分

につきましては、あくまでも業者の委託の部分については情報収集なりというサブ的な部分で委託

料ということでご理解いただきたいというふうに思います。あくまでも自分たちがつくり上げる観

光計画というところで、町民の皆様、事業者の皆さんやはり統一した形の中での計画書の作成とい

う形で進めていきたいというふうに思っております。今後、策定委員会等も開催をしながら、この

計画書を最終的に作り上げていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 
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○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 サブ的な部分ということについては、どういうふうな使い方がされているか、どういう情報のた

めに使われているかっていうことは十分に検査させていただきます。その中で非常に残念なのはこ

この計画書で、ここの町は漁業だとか無いですね。観光も無い。本当にある程度シンプルな部分が

あるんだと思います。観光と言いながら、観光とはどういう取り組みをするかという中では、そう

いう面では私はかなりシンプルで良いんだろうと。その中で、過去の資料たくさんありますよね、

ここの町のグランドデザインについても、２００６年から２０１０年までのブランドデザイン。あ

れも莫大なお金を使ってつくられたんだろうと思います。その後、景観計画２０１０年ですか、確

認させてもらいました。この計画の中でも各アンケートの中でも観光だと。このようにいろんな情

報がそれぞれその時に応じて作られているんですね。それを一元的にまとまるだけで、何が必要な

んでしょうかという部分があります。しかもここは、通過型観光です。通過型観光の中でどうやっ

てスローライフをするかっていうことが１つの知恵を絞る事なんだろうと思います。その中でアン

ケートだとか、どれだけ必要なのかということが非常に難しい。しかも最近、新しい観光アンケー

トができました。このアンケートの中を見ますと、来てもらって初めてできるアンケートですから、

どの情報を必要とするかということの絶対必要な情報ですよというのは机の上で考えるんでなくて、

これを生業としている方がたくさんいるわけです。関係している人がいる。我々でできない情報は

これなんだっていうことを、策定委員会の前にでもしっかり固めてからやっていただきたい。但し、

町長の答弁にありましたように、１年以内につくりたいという中では、大事な部分になります。早

急にやっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 議員のただいまのご意見踏まえまして十分に進めてまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほか、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 私は神の子池の維持管理費についてお伺いしたいと思うんですが、神の子池は皆さんご存知のと

おり年間およそ６万人ぐらい観光客が来ております。特に昨年秋に、外周の木道整備もいたしまし

た。それと同時に今回、町長も総合計画後期５ヵ年ということで積極的に観光に力を入れているな

というふうに思います。それと日本でもっとも美しい村連合加盟に向けてっていうことでうちの町

をアピールしようとしているというふうには、私も感じております。 

そういった観点に立った時に、前から言っておりますけれど、神の子池が昔ながらのトイレであ

りまして、非常に夏場暑い時期になりますと、私も行きましたけども蝿がすごいんですね。とても
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若い女性ですと入りたくないようなそういった状況にあります。町として観光を訴えていくならば、

恥ずかしくないかという思いも持っていますけれど、今後変えていくような計画というのはどのよ

うに考えているのか。まずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの神の子池のトイレの関係でございます。この関係、観光施設各施設いろいろございま

す。これらの改修整備等も踏まえまして、今回の観光計画の中でも、この部分についての今後の取

り扱い、改修等の計画。これらも併せまして、この中に盛り込んだ中での観光計画も作っていきた

いという、その中で今後の整備部分についても、計上していきたいなというふうに考えております。

ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 もう一度質問しますけども、町長も執行方針の中でも観光に対して力を入れているのは見えてい

るわけですし、昨日一般質問の中で町長がおもてなしの気持ちを持ってやりたいというふうに話さ

れておりました。おもてなしとは、我が町に来る人たちに対して、こちら側はどういった気持ちで

誠意を持って対応するかってことが大切だと思うんですよ。そうしたものが現状のままで本当に良

いのかと。まず人がいろんな所から来ます。６万人も来るわけですから。来て喜んでいただく前に

まず自分が実地検証しろと。ここにいる皆さん、自分の女房、自分の娘連れてってちょっとトイレ

して来いと、どういう反応でどういう意見があるか。それを踏まえてこのままで良いのかというこ

との論議をしないとこれ進まないんですよ。私たちはあちこちに休みに観光施設に行きますよ。今

の時代にああいったトイレは余りありません。今回神の子池で話していますけれども、昨年から桜

の滝にも仮設のトイレということで設置されておりますけども、本当に観光というところに力を入

れていろんな人たちに来ていただきたいということであれば、まずトイレを一番先にきれいにする。

施設をちゃんと整備する。そして初めていろんな方々に来ていただきたい。そういう姿勢で臨むべ

きではないかと私は思います。十分考えた上で、予算の問題もありましょう、それから南部森林組

合とかいろんな問題もありましょう、でも、こちらが本当にやろうという気持ちになったら、決し

て前の見えない政策ではないと思ってますんで、十分検討していただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご意見。観光施設いろいろございます。その部分で、古くなっているものも多々あろ

うかというふうに思います。先ほど申し上げましたけどもこの部分につきましては、観光計画の中
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で、十分に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ので、ご理解いただきたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 観光協会補助事業費、６４４万５千円。このこれについては同じように補助率の半分かなにかで

みられているのか。 

 

○７番（加藤健次君） 

 議長、関連でいいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、加藤君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 観光協会の６４４万５千円と河口議員さん言われた前年度が４０２万９千円。２４０万円増です

が、その部分のウエイトを占めている事業展開の内容も併せてお願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 観光協会の補助でございますが、観光協会全体の事業費から観光協会としての自主財源それを引

いた分の金額５０１万それと各種イベント関係、グランフォンド、マルシェ、各種団体の負担金の

関係、これらを含めた中でトータルで６４４万５千円の数字という形になっています。今回前年度

から比べまして、増額という形になってございますが、この部分につきましては観光協会がコミッ

トから出て交流施設の方に移るという部分で、今まで商工会の方に事務委託という部分で、留守の

時の電話対応だとか、あと山小屋から料金の徴収関係は商工会の方にお願いをしていたという部分

がございました。その部分が今後できなくなるという部分ございますので、事務職員という形で職

員１名を追加するという形で、ここで人件費分２４０万計上させていただいております。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 冒頭にお願いしたイベント費用の負担は、グランフォンドだとかいろいろ書かれていて１０４万

で、本当にこれできちんとした事業ができるんですかというのが疑問です。この辺の策定、積算さ

れた内容がいろいろあると思いますけども、事業ができる費用になっているのかというのが疑問だ
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っただけです。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 各種事業の関係につきましては、観光協会の方との協議をしながら、自主財源等差し引いた中で

の事業費、それと自己負担部分を含めた中での事業費を精査した中で観光協会の運営につきまして

は、助成をさせていただいているという部分で十分な経費配分という形にはなっているかというふ

うに理解はしております。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 先程の件はわかりました。やった以上は効果も出る事業にしていただきたいと思います。観光振

興費の中で、パパスランド管理運営事業の中の機械借り上げ料、審議資料の中にはポスレジという

ことですけども、これ２７年中でもポスレジっていう部分があって、現実はポスレジ以外にたくさ

んの機器が全部合算されているんだというお話もちょっと聞きました。ただポスレジという中でど

ういう情報が管理されているのか。実際のデータが必要なんで、ポスレジを入れていたんだろうと

思います。どういうデータをきちんとつかんでいて、どういう有効活用されているかということに

ついて答弁いただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 パパスの機械借上げ料の関係につきましては、ポスレジ１台の部分でございます。それ以外の分

野については含まれてございません。ポスレジの活用の関係でございますが、商品の個体管理とい

う形で活用されているところでございますが、なかなか使いこなせてないっていう部分も実態でご

ざいます。それらのところ今パパスのほうとも話をしながら、利用について協議を進めているとこ

ろでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 パパスができた時から恐らく毎年計上されているようですから、リースなんだろうと思います。

どの程度使えるものかわかりませんが、一般的にせいぜい毎月リース料というのは１万円～２万円

あると２００万以内の一つの機械として５年リースだとか、そのへん組めるわけです。年間１７０
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万を払って、中身についてはもう既に契約が終わって、５年やらなきゃいけないんでしょうけど、

非常に問題がある部分になります。５年過ぎなければ、どうしようもないことなんですが、次なる

有効利用のために常識外の金額だということの認識をしていただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまポスレジの関係ですが、２９年までの債務負担という形で計上をさせていただきます。

２９年度で借り上げについては終了という形になってございます。その借上げ期間も２９というこ

とでございますので、それら含めまして、今後の機械の関係これらも十分に協議しながら、どうい

うという形で持ってくるのが一番良いのか、そのへん含めて検討してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 金額については２９年度ということなんで。ただその後どうしても必要なんだということであれ

ばそれは検討していかなきゃならんことだと思いますが、せっかくこの１７３万９千円がどうやっ

て効果のある使い方をされているのか。それがここの町の財産にどうやって情報がなるのかという

ことを十分検討していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまご意見十分に踏まえまして進めてまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 観光協会補助事業の内訳でありますが、斜里岳登山道の整備の関係で９８万５千円がありますが、

どの程度の改修を予定されているでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 斜里岳の登山道の整備の関係でございますが、この関係につきましては観光協会の方と山岳会と
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いろいろボランティア団体等のお力を借りまして、道路の整備ということで毎年予算計上させてい

ただいているのですが、昨年２７年度は事業の関係ではできなかった部分もござます。本年度につ

きまして再度関係機関、北海道網走南部森林管理署これらとの協議も今、進めているところでござ

いますが、実施の方法について人工物をおけないというような、北海道なり南部森林管理署からの

ご指導がございます。それらの部分について、何とか自然に近い工法での復旧というところで整備

を考えてございます。これにつきましては、今年また協議をしながら進め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。全体的には一気に整備もなかなか難しいものですから、何年

かの年次計画の中で、少しずつ整備してきて、特にひどいところから順次整備をしてきたいという

ところで実施をさせていただきたいというふうに思います。今までやってきた部分では、土のう等

での土砂の整備とその辺の部分程度でやっておりましたが、これについても何とかもっと違う方向

で恒久的な方での修理、修繕ができないかということでは北海道なり南部森林管理署の協議をして

いるところでございます。今年の関係につきましては、上二股から下二股の間について、現地の状

況を見ながら整備をしていきたいということで考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 自然を考えた中での整備をしていかなきゃならないというので、調査しながらということではあ

りますけれども、一体この９８万のお金の中で何メートル整備されて、果たして何年かかってこの

整備が続いていくんだろう、終わるんだろうと大変心配になるわけですが、安全に関わることです

ので、きちっとした計画の中でしっかりと設備を計画していただきたいと思うんで、よろしくお願

いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 これらの関係、北海道なり網走南部森林管理署こちらとも十分協議をしまして、早急な対応がで

きるようやっていきたいというふうに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（田中誠君） 

 ありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 先程からでています観光協会の補助で、観光協会が今回の交流施設の運営も同時にしていく中で、

こっち側で人件費予算を見ている、また交流施設の関係で臨時職員やそういう人件費も見ている。

そして交流施設を拠点とする形での事業展開や事業費も見ている。明年度に向けて７月後半から始

まっていく事業展開ですけども、こっちでも予算をみる、あっちでも予算をみるということじゃな

くて、１つの大きな事業展開にして区画整理というものをして本当に効果が出るような、中途半端
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でということにはなっていかないんだろうというふうに思うんです。やっぱりあそこで事務をとる

以上、すべての部分に関しての関与がなっていくとなれば、いろんな事業展開の中にも入っている

だろうし、いろんな形のトータル的な形で効果の出るような使い方というものに対して、ひとつ前

に向かって踏みだしていっていただきたいなと。予算をとるための予算審議ではなくて、新しい町

をつくるための予算審議なんで、ひとつ効果のあるように前に向かって執行していただきたい、こ

のように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいま御質問の部分でございます。確かに観光協会の補助ということで団体に対する補助は、

産業課、情報については総務という形で予算計上をさせていただいております。今後１つの担当の

中での業務というところにもなろうかと思います。そのへん踏まえまして、一本化した中での予算

執行という形でやっていき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（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３目オートキャンプ場費、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。 

 ４目江南パークゴルフ場費、９５から９６ページ。 

 質問がなければ次に移ります。質問漏れありましたら、受けたいと思います。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 オートキャンプ場についてお伺いしたいと思います。去年１年間の実績はどれぐらいか解れば教

えていただきたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 昨年の利用実績でございますが、人数でいきますと２千４２５名が利用をしてございます。前年

度の部分は２千１６１という部分でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

ほかありませんか。無ければここで昼食のため午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １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。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費、９６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目道路新設改良費、９８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、９９ページから１００ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 公園費の中で、緑ヶ丘公園の管理事業費ということで一昨年から９月のふるさと産業まつりが、

緑ヶ丘公園からモトエカ広場に移ったわけですが、公園内にあるステージがそのままになっている

んですが、今後どのように考えているのか、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今御質問で、公園費に含んでおります緑ヶ丘公園の維持管理費ですね、これは草刈とか敷地

管理のほうの費用となっておりますので、ステージそのものの管理費というのは含まれておりませ

ん。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 含まれていないことなんですけども、実際公園の中にありまして、その部分に関して、違う部署

でのことになるのかと思うのですが、実際問題として、今までああいう施設を使ってきたんですが、

課のほうでどういうふうにするってことは話されていないのかというふうに思うんですが、使用方

法等がそちらの方でわかるのであればお聞きしたと思うんですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 公園のステージに関しましては、長年産業まつりで使用されてきた経緯がございます。近年産業

まつりの場所が移転になったことで、利用頻度が減っているとは思いますが、具体的にステージの

今後の活用についてどうしていくかという議論はなされていない部分であります。今後の利用を協

議していかなければならない案件かなと考えております。 
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○議長（田中誠君） 

 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、１００ページから１０１ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ひまわり団地に１棟１戸建てます、およそ2千８００万円ということで建てますが、今回の一般

質問の中で村島議員さんも住宅に関しての質問ありましたけれど、金額的に一戸建てだとこれぐら

いかかるのかなと理解して、私も決して住宅をつくっていくのは反対ではありません。しかし一方

で長年空いている公営住宅があるのもこれは実態であります。これは 

課長とも原課へ行きまして、いろいろ話した経緯もありますけど、４年以上空いているのが実態で

ありまして、こういった状況踏まえて、どういうふうに考えているのかをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 住宅の需用に関しましては、年々変化しております。今、議員が話されたとおり、公営住宅につ

きましては、昨年あたりから空室が目立つようになってきております。それを踏まえまして毎年建

設していくわけですが、そんな関係上、特別公共賃貸住宅の方で進めております。今、建設をすす

めておりますひまわり団地に関しましては、その中で公営住宅の方も計画の中に含めておりますが、

その実情踏まえながら、特公賃の方を進めております。 

もう１点質問ありました長年あいている住宅です。これは先にも御質問いただきまして、４年を

迎えることになっています。その間我々の出来ることとしては毎月の申し込み時に来られた方に関

して、実情を説明して入る意思がないかどうかというのをお勧めというかお伺いはしております。

ただ現実的に入っていないことも事実です。こういう問題に関しましては、当町にもこういう問題

がありますが、やはり管内的にもうちの町に限ったことでは無く、他の町でどうされているかとい

うのも資料いただくこともありましたので、伝えますと、町によっては募集していないというとこ

ろもあります。ある程度大きいところでありますとか人もたくさんいるせいか、気になさらない方

もいて説明した上で入居される方もいると。そういう場合もあると言う、いろいろな部分で共通し

ていることは苦労しているということです。当初におきましても特効薬っていうのはございません

けど、とてもとても地道なことではありますが、申込みになられる方でそういう部分気にされない

方で入居していただく方にはお勧めしていくというような手法をとっていかざるを得ないなと考え

ております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今、課長の方から説明ありました、来られた方には親切丁寧にこういう事情でということを説明
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されているって話は私も前から伺っておりますし、他町の問題も色々と使われてないところもある

って話なんですけど、実際これが民間事業になりますと、ほとんどこういったことはないのかな。

やはり民間というのは埋めていって幾らという商売でやっていますから。行政がすべてそういうふ

うになると私は思っておりませんけども、今後も極力空きのないよう進めていってもらいたいのと

公営住宅というのは１棟４戸建てるようになると例えば９千万とか、１億とか行政的にお金を出す

っていうことになると、民間がやるよりもはるかに割高な金額になりますんで、収入に関しては４

年間でたぶん１６０万か１７０万ぐらいの金額かなというふうには思うんですけども、実際副議長

が一般質問した時のように、例えば単身者の住宅が足りないとかいろんな状況ってその時で状況変

わってきますけれども、今現在は空室が目立つという説明ありましたけども、なるべく空室をつく

らないよう今後も努力をしていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただいまの御質問にありましたが需要と供給のバランスを図ってくのはとても大変だなと担当し

ていて痛感しております。ただやっぱりそれは難しいながらも目指していかなければならないとい

うことです。今後の建設に関しましても、現在の公営住宅の長寿命計画があります。これを２８年

度に見直す計画をしています。長年５年１０年続けている間にやはり社会情勢っていうのはどんど

ん変わってきていますので、その年々の社会情勢を反映できるようなバランスのとれた建設に努め

ていきたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 公営住宅の長期にあいている住宅に関してなんですが、家賃を下げるということは中々条例上難

しい問題があるのかなと思うんですが、その部分に対して何かの支援策なり方策を講じて、入所し

ていただくような環境づくりという考え方に立って検討してみたことはあるんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 家賃に対して検討は一度させていただきました。それで自分たちでは知恵もありませんので関係

する機関にお尋ねしたことがあります。その結果といたしましては、公営住宅そのものがもともと

福祉目的で建てられている部分があります。その中で事情も解りますけど、福祉を目的とした公営

住宅で建てて、さらに補助金もいただいています。そういう部分で建てた住宅において、入居者が

いないっていうことについて、家賃を下げることはできませんと言うご回答いただきました。その
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ようなことがありましたので、家賃については現行のままで交渉を続けているっていうのが現状で

す。それ以外の分で何かしら手だてはないのかという部分に関しまして、まだ知恵が至っておりま

せん。今のところはその家賃だけの検討に終わっております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ４年間経っているわけですから、いろんな形で検討はもうされていると思いますが、このままに

しておいて良いっていうことにもならないのも事実だと思いますので、その検討方法をもう一度幅

広く、家賃という形でなく、他の方法で改善ができる方法がないのか、あるいは職員の中で公営住

宅に入居している人がないのか。あるいは新規採用に関して特例処置がとれるのかとれないのか。

法律的ないろんな問題がたくさんあると思いますが、どれか前向きな方法でさらに検討を重ねてい

ただきたいと、このように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 理由はどうであれ、やっぱりせっかく資金を投じて建てた公営住宅が長期間空室のままっていう

のは決して良い状態ではないというのは認識しておりますので、別な部分で何かしら方策がないの

かってことは常に考えて業務にあたってみます。 

 

○議長（田中誠君） 

 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土木費全般にわたりまして質問漏れがありませんか。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 １点だけ確認の意味をこめて質問させていただきます。今家賃の話が出ていました。町営住宅に

おける家賃の住宅管理費の中で、督促費という形で１万円の計上されております。やはりこの中の

家賃の未納という部分の問題があるのかなという部分で指摘したいと思うんですけど、この公営住

宅の督促ということで５年間の徴収という形で動いているかなと思うんですけども、決算のときに

もちょっと話したかもしれませんけども２５年、２６年と未収の部分が増えているっていう実態が

あります。その中で現課の職員が大変な思いをしながら徴収業務にあたっているのも事実かなと思

っており、この中で今後におけるその町営住宅の管理っていう中で、今後減る方向では大変努力し

ていただければならないんですけども、逆に払えないという事案も今後住んでいる方々の年齢に応

じた中でいろんなパターンが出てくるのかなと思うんですけども、それについての現課の建築課の

中でどのような認識のもとで、その処理をするのか。大変難しい案件ではありますけどもやはりそ

こはちょっと説明いただきたいなと。 
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○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 住宅費あと関連するものれば水道、下水道において、年度変わるごとの未収金っていうのは確か

にございます。年度変わって決算が終わった後でもさらに回収を進めています。今資料がないので

正確な数字は申し上げられませんが、決算額の時に出た未収金の半分以上は１年間を通して回収す

るということをしてまいります。全体的なこと考えますと、やっぱり住宅、水道下水、あと税金も

含めていただけない方っていうのは共通する方もいらっしゃる。町全体としては収納会議っていう

のも定期的に行いまして、それぞれの徴収する者が情報交換を行って場合によっては一緒に行って

料金をいただくというような方法をとっています。ですからここにおきましても単体でそれぞれの

会計が徴収を１軒の家にばらばらに行くというよりも、やはり役場全体で考えてピンポイントで徴

収をしていくという方法が今後未収金を減らす上では大切かなと考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今説明ありましたように私自身も勉強不足なところがありまして水道の場合は２年という形で同

じように民法上の扱いで生産物の取引という売買の中の時効は２年というくくりなっているのかな

と思い、そして今行政としてチームで、チームっていう言葉はいいのか悪いのかわかりませんけど

も、いろんな課を通した中でやはり懇切丁寧に説明しながら分割のそういうことで進んでいる。そ

の中にもう１つ教育現場で給食費という問題も出てくるかなと思うんですけども、そのへんやはり

連携をとった中で、ある程度の回収をお願いする強制執行は、行政はたぶん裁判事例でもなかなか

できないのかなとありますし、安全だとか生命に係る部分もございますから強制的に止めるという

ことはもう絶対できないことですけども、ある程度の何て言いますか、やらなければいつまでも２

年なり５年の中でリセットがかかるっていう実態の額をどう調整していくかというのが、限られた

町の税金の中の取り組みの仕分けですから、そこら辺もやはりチームを組んでやっていただきたい。

大変微妙でデリケートな部分ですけども、そこはやはりチームって言いますか、そういう部分で組

んでいただきたいと思うんですけどもよろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 今おっしゃられたとおり、なかなか徴収の部分に関してはデリケートな部分です。それで各家庭

によって理由はさまざまで、いろいろな理由を抱えてらっしゃる家庭があります。その中でうちと

しては残っている料金を支払いしていただければならない中、ただその中でやっぱり公共料金の徴

収という立場上余り露骨な取り立て的な徴収はできない。これも現実にあります。ですから我々の

できることと言いますと、各チームを組んでその家にあった徴収をしつこく、しつこく言って支払
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いを促す方法しかありませんので、とても地味な活動ではありますが、そういうことの積み重ねが

将来的には未収金の減額につながるということを信じてこれからも業務にあたっていきたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで説明員交代となりますので暫時休憩いたします。。 

 

休憩 午後 １時２０分 

 

○議長（田中 誠君） 

 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、１０２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ終わります。 

  

再開 午後 １時２３分 

 

○議長（田中 誠君） 

 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、１０２ページから１０３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、１０３ページから１０５ページ。伊藤忠之君 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 １０４ページにございます通学支援事業費の中で、小中学生遠距離通学費補助１２１万円につい

て確認の意味も込めましてお伺いいたします。まず小中学生遠距離通学費補助は学校から何キロ離

れている児童学生が対象なのかと。またこれは小学校と中学校その距離数って変わるものなのかお

伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、生涯教育課長。 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの遠距離通学補助の関係でございますけども対象につきましては、家から学校までの距

離が片道３．５キロ以上の児童生徒の保護者が対象となります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君） 

 小学校と中学校も同じ距離という形でよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 小学生・中学生児童生徒とも家から学校までの距離が片道３．５キロということになりますけど

も中学生につきましては、バス停までの距離が３．５キロ場合も対象になります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今回３．５キロ、小学生は家からですか。中学生はバス停なんですけども。それはさておきまし

て、今当町において遠距離通学バス業務委託料として緑線と上斜里江南線の２路線がそういう事業

を行っているわけですけれども、この小学生及び中学生ともにバス通学が可能な地域なんだけれど

も、その児童や学生も今回対象になっているかどうかをまずお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 先ほどの追加で説明をさせていただきますが、中学生につきましては、家から学校まで例えばバ

ス路線がないところ、例えば旧向陽美里ですとか下江鳶とかにつきましても、家から学校までの３．

５キロ超える分については、助成ございます。あとその他でもバス停までの距離が３．５キロ以上

の児童生徒の保護者が対象となるということでございます。 

ただいまの遠距離通学バスとの関係でございますけども小学生に対する遠距離通学対策としては、

先ほど言いました通学費補助を基本としているところでございます。平成２３年度から学校の統廃

合に伴う措置としまして江南新栄方面の児童は中学校のスクールバスにも乗車することができると

いうことをしたものでございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 もう一度確認いたしますけれども、ということは、小学生は今言った中学校のスクールバス及び

路線バスに乗れる状態、乗れているけどもさらに小中学生遠距離通学費補助が出ているっていう認

識でよろしいですか。 
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○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今説明したとおり基本は補助ありきといいますか、遠距離通学補助を基本としているところでご

ざいますけども中学校のスクールバスにも乗車ができるというようなことでこの通学費補助の方支

給しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 そこでいろいろな町民の方から指摘等ございまして、実は通学バスにも乗れるけれど、補助費も

もらえる、要は二重の補助になっているのでないかっていう可能性を指摘する町民の方々がおられ

まして、さらには例えば逆に路線バススクールバスではない地域がありますよね、例えば向陽です

とか上斜里西ですとかそういう地域との不公平感って言うんですか、というものがあるのではない

かっていう指摘がございますけど、そこに関してはどのように思われていますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 先ほども若干説明させていただきましたが、平成２３年度に江南小学校それから新栄小学校を清

里小学校に統合したということも含めまして、学校に伴う措置ということです。確かに今議員おっ

しゃられたとおり二重という表現というか、そういうふうに捉えもしますけども、あくまで統合措

置ということでありまして、基本は遠距離通学の補助を基本としているということで、御理解いた

だければなというふうに。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 それで今おっしゃられました統廃合で平成２３年度から統廃合の部分なんですが、実際今新栄小

学校及び江南小学校で、あの統廃合から５年間経過したということで、そろそろその部分で精査す

る、見直しをかけていくっていう時期にもきているのではないかなっていう気がしているわけです

けど、その辺はどのようにお考えでしょう。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 
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○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今議員おっしゃられたとおり、２３年度の統合から５年経過をするということで将来的には、今

のこの遠距離通学補助につきまして見直しを含めて検討していかなければならないかなというふう

に思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 関連してですが、それを見直ししていかなきゃならない検討もしていくということですが、現在

バスは中学生を中心に考えられているバスということで小学生も乗っても良いですよという形で進

んでいますが、特に今年の冬休みですが中学生が早くに冬休みに入ったということでバスがその時

点でストップした。で小学生がそれより４、５日冬休みに入るのが遅れてしまったが、バスは中学

生の終業式に合わせてストップしたのでバスには乗れなかったということで、子どもが外で立ち、

家庭との連絡も悪くてバス停でしばらく待っていたという話も聞きますんで、出来ればそういう見

直しがあるんであれば、小中学生通学バスということで小学生の通学期間にも合わせてバスを運行

してもらうってことはできないでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの関係でございますが、現在中学校のスクールバスということで、たしかに運行してい

ただきまして、小学生も乗車することができるというような対応をしてございますが、今議員から

おっしゃられたとおり小学生の関係につきまして常任委員会の中でもお話ありました関係でござい

ますが、朝の学校の時間に小学校が間に合うようにということも含めまして、少しでも改善できな

いかということを検討しているところでございます。また今ありました将来的には小中学校のスク

ールバスということもお話が出ておりましたが、現在は中学校のスクールバスということで運行し

てございますが、今の件も含めまして将来的に検討をしてかなければならないということで十分協

議、検討させていただければというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 そのほか、加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今の関連の中で将来的という言葉なんですが、小学校統廃合されて５年が経過している。１年生

で入学された方も５年生になっている。そういう形のタイミングでいくともう１年かなというよう

な捉え方もあるんですが、将来的にはという形になっていくと、またいろんな形の中でいろんなこ

とが起きてきそうな気もするんで改善すべきことについてはぜひタイミングを逸しないで前向きに

進んでいただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今加藤議員がおっしゃられたとおり、統合から５年もうすぐ６年と言うことで、１年生のときの

児童が６年生になって卒業を迎えることもありますので、そのタイミングを視野に入れながら検討

していきたいということも御理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 教職員住宅の管理事業費の中で水質検査業務委託料とあるんですけども、これは教職員の住宅の

どの部分をやったんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今の御質問の水質検査の関係につきましては、新栄にある教職員住宅の水質検査ということでご

理解いただきたいなというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 新栄につきましては地下水を利用しているってことがございまして水質検査が必要ということで

御理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 地下水を検査したということですが、水質検査でちょっと関連するんですけど我が町の水道でそ

ういった水質検査っていうのはやった経緯があるんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、副町長。 
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○副町長（宇野充君） 

 定期的に水質検査はやっております。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 教育諸費の中の幼稚園関係の幼児教育推進事業費があがっているわけです。このことはここでや

ろうか先ほどの保育所費のところでやろうかなと思って保育所費のところが終わっちゃったんでこ

こでやろうかなと。 

幼保一元化のことが町長の今回の方針の中でも出ております。それで幼保一元化を進めていくと

いうことで理解する訳ですけど、現在どこまでそういうような話がおそらく課をまたいだような形

での取り組みになると思いますけど、取り組みのスケジュール等分かっていましたらお願いしたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま幼保一元化の関係でございますけども、本町におきましては私立幼稚園のやまと幼稚園

がございます。あと、町立の保育所もあるということで将来的な幼保一元化の検討ということにつ

きまして、ただいま保健福祉課それから我々の教育委員会それから私立幼稚園側、町長等も含めま

して事務局段階も含めて、まずは将来的な検討をするということで今、テーブルに乗っているとこ

ろでございます。また私立幼稚園側につきましては、理事会の方にお話をしながら将来的なお話を

させていただいているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 この関係につきましては幼稚園の理事長さんと町長と会う機会を１月でしたか。設けまして、ト

ップ同士の話し合いをさせていただきました。過去にも１回ありましたが、今回で２回目となりま

すが、もうちょっと具体的な話に進んでいこうということで、御意見も一致しまして今事務局の方

で進めているというふうな段階でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 トップ同士のそういうふう話し合いもあってってことなんですけど、結構いろんな町がそういう
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取り組みを進めているっていう部分で子どもの数もどんどん減ってきて、うちの場合はお互いの施

設もそろそろ老朽化し始めているという部分で良いことじゃないかなと思うんですけど、ただやは

りメリットそしてデメリット当然あると思います。そのことも含めて進めていくことは理解する訳

ですけど、十分検討しながら進めていただきたいなと。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 近隣町村でもそういった事例がございますので、先進地等々の御意見も聞きながらメリット、デ

メリットをそれぞれ検討しながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 新しいものを建てるかどうかっていうこともおそらく検討っていう部分で、老朽化の部分を含め

て考えれば、当然そういうことになるんでないかなと思うわけなんですけど、ただ本町だけ進めた

となると、これまた緑なり札弦で差が生じるような部分なのかなと思っています。そこら辺の解消

も含めて検討していただきたいなとそのように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 各地域の保育所も含めて検討させてもらいたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 関連なんですが、幼保の中には今勝又議員言われた長所短所それぞれありながら前へ進んでいく

ことだろうと思いますが、そのことを前へ進めるのと同時に新築のスタンスでいくのか、あるいは

小学校の環境の中でいくのかいろんな模索や、例えば休校地が空いている、江南小学校の冬期間の

問題もありますけども、いろんな形で本当に幼保一元化にとって子供たちのためになるようないろ

んな角度から検討されていくべきだというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 
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○副町長（宇野充君） 

 加藤議員おっしゃるように、いろいろな面で角度から検討を加え、建て替えるのかあるいはまた

違う施設を利用するのか、いろいろ検討をしていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 この問題、今副町長お答えいただいたんですけど何年ごろを想定しているということにはまだは

っきりはならないですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 今のうちの町の財政状況もありますけれども、また年度のいわゆるハード施設、これからもいろ

いろございますので、それも鑑みながらいつ建てたら良いのか。それから相手がありますから、相

手側がどのぐらいの準備が出てくるのか、それも含みまして検討させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 関連なんですけども、建物ハードの部分が先にお話しされている。話題になっているのも現実な

んだろうと思いますが、私はやっぱり教育行政の中で進んでいって欲しいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 御存じのとおり保育の方は文部省と別ですので、保健福祉課それから教育委員会それから行政と

それから幼稚園と多方面から集まって検討協議をしなきゃいけないという部分がございますので、

決してハードありきで進んでいるわけじゃなくて、幼児のためにいかに良いものができるか、どう

したら良いんだろうかと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（田中誠君） 

 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。１０５ページから１０

７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。１０８ページから１０

９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、１１０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、１１０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。 

 ３目生涯学習総合センター費、１１３ページから１１４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、１１４から１１５ページ。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 １１５ページ。図書等購入事業費についてですけども、昨今子どもたちの読書離れが進んでいる

中で、本町も予算的に図書の購入費用っていう形で見ている状況なんですけども、まずこの図書の

購入にあたっての選定という流れを教えて頂きたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま御質問の図書の選定購入にあたっての選定でございますが、図書館におけます司書資格

者を中心にさまざまな児童から一般また高齢者までの網羅する中で必要と思われる図書について、

購入をしているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 子どもたちばかりじゃなくて大人からお年寄りまで幅広い読書を考えるっていう説明なんですけ

ど、その中で購入に対してなんですけども年度初めに全て選定された図書を購入するのか。その辺

のどのような形で新書という部分もありますから、その都度都度の購入になるかと思うんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 
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○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 図書の購入の関係でございますが図書が販売される新書という捉え方もありますので、毎月毎月

そういうのを含めながら新しい本が出たらその中で購入が必要なものについては購入を行っている

ところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 新書が出た時にその選定の中で図書館司書さんの意見を踏まえた中で購入するっていう今の話で

よろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 基本は年度当初なり、ある程度の段階で必要な本については計画的に整備を進めていくとともに

新書等はその都度、必要な新たな本が出た場合、町民のために必要だと思った図書について購入も

加えながら図書の整備について進めている状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 そういった中で成人の方だとかお年寄りの図書はわかりませんけども、やはり緑、光岳等々の図

書室っていうところの本もあるんですけども、そこにはかなり古い本もあるという実態。そういう

のも多分認識はされているとは思うんですけども、その辺の部分の取り扱いをどうするか。私たち

の頃はその図書自動車みたいのが巡回しながら新書を子どもたちに本を借りだしして利用できると

いう実態がありましたけども、昨今時代の流れの中で、そういう図書車っていうのもなくなった中

で、どういうふうに小規模校の子どもたちのその図書離れも感知するかと考えているのか。もし何

か考えがあれば話をしていただきたいんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今言われた札弦、緑の関係、地域文庫ということで、札弦、緑文庫ということで設置をしている

ところでございます。地域文庫につきましては、今議員の方から古い本がということもお話ありま

したが、図書の職員が札弦、緑の方に出向きながら整備の方進めていくということで、なるべく新
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しい本を巡回しながら札弦、緑についても整備をしていきたいというふうに思っていることころで

ございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 各学校にも学校図書費ということで、学校図書館の方に本の整備をしているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 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、１１６ページから１１８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、１１８ページから１２０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、１２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目スキー場管理費、１２０ページから１２１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、１２１ページから１２２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。１２３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、１２４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、１２５ページから１３５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、１３６ページから１４０ページ。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 １３４ページ。定数外職員の関係で少し質問させていただきます。本年度職員数１名という形で

再任用の職員が採用される形になりました。この再任用という形、本町にとってまず初めての採用
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なのかどうかをお尋ねいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 前中議員のご質問でございますが、平成２８年度の再任用については当町にとっては初めての採

用ということでございます。それで再任用制度自体の概要をまずはちょっと御説明させていただき

たいなと思います。 

まず再任用につきましては一般企業については定年が６５歳まで伸びてきているという状況にお

いて、地方公務員におきましては退職年齢が６０歳という形でまだそのままになってきているとい

うことで年金を繋ぐまで６５歳までの間、国なり地方公共団体においては定年職員をその年金の繋

ぎとして、ある程度再任用していくという形で地方公務員法等とも改正されてきて、当町において

も条例化をさせていただいていると。それに基づいて今回本人の申し出により、再任用していくと

いう内容でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 本町の場合、今まで無いっていう説明でございまして、今回初めての採用そして今までは臨時職

という形で他の職員の臨職という形で支所あるいはそういう緑センターで採用した経緯があります

けど、そこら辺との兼ね合いで、地方自治法の中での制度の中の任用ということで何ら問題はない

のかなと思うんですけども、そこの中に昨年総務委員会の中で提示がありました、３３年度に職員

定数の関係８６名体制に目標年度として取り組んでいくんだとそういう説明がありましたんですけ

ども、その中にこの再任用の職員も数としてカウントするのかどうなのか。そこら辺はどのように

捉えたら良いのかなと思うんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 まず１点目の再任用の関係でございますが、今まで退職された方の中で再任用希望がなかったと

いうことでございます。まず前提は退職される方が再任用という本人の申し出によって行われると

いうことでございますので、今まで退職された方においては申し出がなかったということでまずは

御理解をいただきたいというふうに思っております。 

それと職員数の関係でございますが、前委員会におきまして８６名を１つの目安として、今後職

員の定数等々を採用等も計画的に行っていきたいということで御説明をさせていただいたところで

ございますが、今回の再任用につきましてはフルタイムでなく、あくまで短時間採用ということで、

週のうちに４日間、月曜日から金曜日までの採用ということで本人からの申し出もありまして、採
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用するところでありまして月曜日から木曜日までという形でこの再任用については、定数に入って

こない職員というような位置づけで取り扱っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今の説明の中、勤務体制の中で、今の採用だと年度が替わりまして、いろんな形で雇用日数が変

動は常に可能だという形で、地方公務員法の中では謳われているのかなと思うんですけども、今後

中にこの制度を組み込んでいくとなると、限られた部署の再任用制度かなと思うんですけども、そ

れはあくまでも申し出ということで、人事の中では確定できないものですから、８６人体制にはカ

ウントしませんよという形で、今後とも難しいですけども人事の中ではそれを省いた中で、８６人

体制を考えていくという考え方で間違いないということでよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 基本的に再任用職員の任期については１年任期でございます。１年１年の申し出によって採用し

ていくかという形でなってくるというふうに考えてございます。それで職員にあった仕事、要する

に今までの経験ですとかいろいろなものを加味した中で、あった職務をやっていただくという形で

考えております。今後先ほど説明した通り、採用の仕方によってフルタイムで採用する場合もこれ

からあろうかと思いますし、もしくは短時間労働という形で採用になるかもしれません。フルタイ

ムとなると、この定数中にカウントされてくるということも出てきますんで、その辺は将来的な採

用職員の中でどのような扱いをしていくのか。定数の中でどのような扱いをしていくのか、これが

今後の大きな課題になってくるのかなと思います。ただし、再任用については１年の採用でござい

ますので、職員として今後ある程度人材育成ということも絡んでまいりますのでその辺を加味しな

がら職員採用等々も検討していきたいというふうに考えてございます。 

 

○４番（前中康男君） 

 もう１点確認なんですけども、今のように１年１年の雇用期間の契約も可能だという説明もあっ

たのと、給与体系の部分もこれは各地方自治体に委ねられているのかどうか、私も勉強不足なんで

すけどもちょっと確認のためにお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 給与につきましては、職員の給料表に再任用における給料ということで格付がされております。

ですから町職員の給与に関する条例等において再任用職員の給料もここで格付けされているという
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ことでございます。 

 

○４番（前中康男君） 

 わかりました。 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 地方債残高の調書、１４１ページから１４２ページ。 

（「なし」との声あり） 

  

○議長（田中 誠君） 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わります。質問漏れがありませんか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ちょっと聞き忘れた事がありまして、教育振興費の中の山村留学の推進事業の質問漏れというこ

とでお伺いします。山村留学事業費に関してなんですが、今現在山村留学生何名いるのか、まずお

伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今現在山村留学で清里来られている方、山村留学生に関しては児童数４名でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今現在４名ということなんですけども、今後の計画って言ってもなかなか無理だというふうには

思うんですけども、ここのところ３年ぐらいの推移としては、大体４名から５名ぐらいなのかなっ

ていうふうには思っておりますけども、次年度も同じ位の想定でいるというふうに捉えてよろしい

でしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 平成２８年度の山村留学生の数でございますけども現在、山村留学について１名ということで予

定をしているところでございます。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ２８年度は１名ということなんですけども、だんだん減ってきているのかなということに関して、

今までは当町も山村留学の緑町の方でいろいろと事業を進めてくれている方もおりますけれども、

今後もそういったことを推し進めていくのかどうなのか、その辺ちょっと確認したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今後の山村留学の進め方というか、考え方ということの御質問かというふうに思いますけども、

今後につきましては山村留学推進協議会がありますので、そちらの方で４月以降に今後検討して考

え方を出していくということで聞いてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今の関連なんですが、確かに協議会の方があるということなんですが、基本的には町も支援をし

ながら山村の関係を行ってきているっていう現状があるかなと思う。この問題がその現在緑地区で

行われているわけですが、現段階で緑だからそういう支援をしているのか、あるいは今後において

清里町全体としてこの山村という考え方、協議会の考え方の仕方を継承していくのか。この辺の考

え方については現時点で最終的な結論は難しいのかと思いますが、将来的に向かっていろんな形で

の部分が重なってくるかと思うんで、このへんの考え方についてだけお伺いしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 緑町の山村留学につきましては、既に２０年以上前から当時緑町小学校の存続ということがござ

いまして、地域の中から学校を続けていくために地域としてこういった事業を始めてきたというこ

とでございまして、それに対しまして町の方もこれまで支援をしてきたところでございます。実際

この山村留学運営にあたりましては、地域の方々のボランティアの募集をするなり、また受け入れ

てからの日々の生活から始まりまして、学校とのつなぎを含めていろんな面で支援をしてきていた

だいているところでございます。そういった部分では今後のそういう活動に対しましては町といた

しましても支援をしていく考えでございますけれども、まずは協議会自体での今後の考え方という

ところも含めて、また学校自体の今後のあり方も含めた中で協議がされていくということになりま

すので、その辺を町としても協議しながら進めていきたいということでございます。 
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○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 そのことは十分理解しているわけでして、確かに緑で行っている山村の協力体制が続く限りはき

ちっとしてかないとならない。緑の小学校の存続問題から地域の皆さん方が一生懸命やってきた形

でノウハウを培ってきた中で、清里町としてこの山村というものの捉え方を今後どうしてくのか。

今の教育長の答弁でいくと緑の山村がなくなりますよと言ったら清里町自体としての山村は受け入

れしませんという結論が出るのかなと思うわけですが、一方でこの山村をしたい要望が、清里とい

う地域の中で子どもに勉強させたい、生活をさせたいという環境があるのかないのか。これ非常に

難しい問題もあると思いますが、緑の体制みたいな手厚い環境ができるのかどうなのか。この辺も

ありますけども、トータルの考え方として、そういうことは考えられないことなのか、どうしてい

くのかっていう非常に重要な問題なのかなっていうふうに捉えるんですが、この辺の考え方につい

てはどうですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 この山村留学につきましては近年他の地域でも実際行っているところが、どんどん取りやめ、閉

校しているっていうところもございますし、数が減ってきているっていうのが実状でございます。

私も東京などへの誘致活動にも参加をさせていただいておりますけどもその中で年々希望される児

童家庭も減少傾向にあるということ、そしてやはり緑地域だからこそそういった支援体制が出来た。

大変重要になってきますので、そういった部分では今後町として、これを行政主導でやっていくと

いうことは非常に難しい部分があるというふうに認識をしているところでございますのでその辺は

今後仮に地域の方から強い要望があればまたそれに対しましては協議もしていくということになり

ますけども、行政主導ということでの進めるということはちょっと難しいというふうに認識をして

おります。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで説明員交代となりましたので２時２０分まで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１１分 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長（田中 誠君） 

 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。池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 町税の歳入についてでありますけども町税全般でわが町の未回収率がどのぐらいあるのかお伺い

したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま御質問にありました町税の未収額のことと思いますが、２６年度末の数字でお知らせし

たいと思います。まず町民税、固定資産税、軽自動車税、国保税合わせまして滞納繰越分といたし

まして、７９４万４１円それから、現年分といたしまして３３７万１千９６２円。合計で１千１３

１万２千３円でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 これは逆に納税率というのは、どのぐらいのパーセンテージなんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいまの納税率というか収納率ということで出しておりますが、まず、町民税でいきますと９

８．４２％、固定資産税でいきますと９８．１％、軽自動車税につきまして９９．７５％、町税全

体でいきますと９８．４３％、と国保税が９７．１２％となります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 全体的に９８％以上ということで非常に良いと思うんですが、一昨日の新聞で町税、税金その他

公住の家賃それから下水道料金その他諸々が国が試算した中で全国都道府県４７のほかに政令指定

都市２０合計合わせますと７千２００億円程度の未回収があるということですけども、我が町に関

してはこういったおおむね９８％以上で、その中で低いのは国保税なのかなというぐらいのもので、

これに関してもいろいろ各家庭諸事情がある中で、徴収の回収の方法等もいろいろと変えていきな

がら、先ほど建設課長が話をされておりましたけれど、いろいろな部分に関して町民のことを考え

た中で納めやすいやり方でやっているというふうに私も伺っております。今後もそういったことを

踏まえた中で日々努力していただきたいというふうに思います。 
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○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま御意見いただきましたが、そんな形の中で進めていただいて、なるべく未納額を少なく

できればと考えています。よろしくお願いいたします。 

 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２１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。 

 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２９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、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から３０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。 

 １８款諸収入、３０ページから３１ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 町債３１から３２ページ。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 衛生費、３１ページですけれども清掃センター長寿命化事業債に関連しまして先ほどの歳出に対

する質問漏れがあったんですが、議長、発言をよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 許します。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ありがとうございます。大変申しわけないと思っております。 

歳出の方に戻ってしまいます。７９ページ。衛生費の中の清掃事業費で清掃センター長寿命化改

修工事請負費８千９３４万６千円がある訳ですけども、予算審議資料の中で２６ページになります

清掃センター長寿命化改修事業の中で、焼却施設改修工事約７千万円に対しまして、休憩室等改修

工事が１千９００万円近くということになっております。委員会にも少々説明はあったと思ってい

ますけれども、単純にこんなに掛かるんですか。一般的な感覚で言うと。シャワー室をつけられる

ということで、労働環境の改善では大変重要な事だと思っております。ただここまで掛かることが

びっくりします。その辺ちょっと詳しくお聞かせ願いたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま御指摘にありました清掃センターの休憩室の関係と思いますが、今回の改正につきまし

ては事務室部分それから２階の休憩室部分の全体の改修になりまして、内容といたしまして、内装

等は変更になりますが、１階の事務室の奥にありますトイレ部分を玄関部分に移動しまして、玄関

の改修が入ってまいります。それから２階のシャワー室部分が、今、計量の秤の上にございまして、

そこでの凍結という部分がございますので、施設内の電気室に寄せまして水回りを集中させて、そ

ちらの方で凍結防止の形の中で進めていくという形の中で考えでございます。そういった形の中で

設計を維持していただいたところ、金額１千９００万程度で出てきているものでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 丁寧な御説明ありがとうございます。今、言われた通りいろいろと場所をずらす等々あるのも理
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解いたしました。ただこの言葉がこの場で適切かどうかわからないんですが、一般の民間の感覚で

いきますと、もともとあるものを改修して休憩室等に１千９００万と。今回町営住宅を建てますけ

れど、１棟で考えたらそれを超えるぐらいの金額なんですよね。今回のことをどうこうとは言いま

せんが、今後こういう事があるときには、もう少し考えていただかないと、町民の方々もなかなか

納得していただけないと思いますんで、その辺を頭に入れていただきながら、いろんな事業を進め

ていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいまの意見、心にとめまして今後の事業の方に結びつけていただきます。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 議長、ありがとうございました。 

 

○議長（田中誠君） 

 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が質問漏れがありません

か。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ちょっと質問をしたいですけれども、改めてお伺いしたいと思いますが、今年度の地方交付税が

２３億８千８００万円ということで昨年と比べて２億２千万ほど増えておりますが、今後の推移と

いうものが、どう流れていくのか、また前年度みたいに減っていくのか。さらにこの予算を維持し

ていけるのか。その辺解る範囲でよろしいので。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 池下議員の御質問、地方交付税の関係だとご理解いたしますが、基本的に国の方で出しています

財政計画で申しますと全体的に地方交付税０．３％減というような形でなってきてございます。今

回計上させていただいた交付税につきましては、予算説明の等にも説明させていただいたと思うん

ですが、今までの推移、地方交付税として町の方にきている辺を鑑みながら、今回計上させていた

だいて２億２千万程度の増という形で計上させていただいております。ただし国の方では、交付税

０．３％減というふうなっていますが、国のもう一つの考え方として急激な落ち込みはしないよと

いうような表現もされております。ですから、今後今の交付税がある程度維持されるのではないか

というような考え方で、当局では考えてございます。ただ年々国の財政も厳しくなってきておりま

すから、当然急激に増えるということもあり得ないと思っています。今までの推移をもって、これ

からも交付税は続いていくのかなというような形で原課として押さえております。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇。 

 

○５番（池下昇君） 

 国の政策が国から地方へということで、変わっていく中において地方がやる仕事量も今後も増え

るというふうに私も思っておりますけども、仕事の量だけ増えて、減額されると非常に地方にとり

まして、こういった過疎地域にとっては非常にやりづらいという部分があろうかと思いますんで、

この予算に関しては極力減らないような、そして町民にとって常に行政側が住民サービスを提供で

きるように頑張っていただきたいというふうに思います。 

 

○５番（池下昇君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 交付税につきましては、国の１つの基準を持って算定されるということでございますので、その

辺今後地方ためになるべく減額しないようにという形で、いろいろな形で要請活動できるかと思う

んですが、一概にこれは国の方で算定する基準がございますので、なかなか難しいのかなというふ

うには考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 同じく地方交付税の中の特交の１億２千万。これは協力隊の８００万をいれた金額ですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 特別交付税１億２千万だと思います。この中で先ほど議員さんがお話されました協力隊員に対す

る支援という形で国の方からも入ってきているという状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 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。 

 

○議長（田中 誠君） 

議案第２４号 平成２８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。 
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 はじめに歳出から質疑を受けます。１６１ページから１６９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、１５５ページから１５８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２８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。１９１ページから２００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、１８５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。 

議案第２６号 平成２８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。２１５ページから２１６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２１１ページから２１２ページ。 

（「なし」との声あり） 

以上で平成２８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２７号 平成２８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。２３１ページから２３３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、２３４ページから２４２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２２７ページから２２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

以上で平成２８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２８号 平成２８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。２５７ページから２５９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、２６０ページから２６８ページまで一括質

疑します。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ここで言うことでないんですが、水道下水道ともに、利用料が下がって、特に下水道関係は整備

してから補修等配管の問題等が出てくると思うんですが、地方債の中で４億８千万ぐらいしか下水

道関係は今無いわけですが、今後の整備計画についてどのように計画をされて、その費用がどの位
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掛かっていくのか。今後利用料が減っていく中でどのように対処していくのか。この辺のこの詳細

の数字は出ていないのだろうと思いますが、どのような計画を立てられているのかお伺いをします。 

 

○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 水道・下水道ともに使用料の減額というのは最近の報道でも耳にします。これはやっぱりうちの

町だけに限ったことでは無くて、多くの町で同じ問題を抱えていまして、しかし使用料に直結して

あげられないと言うことがあると思います。うちの部分に関しても、考え方は同じです。上げない

までも施設はだんだん古くなっていきます。この分の改修をしないわけにはいかないです。下水道

に関しましては、毎年のようにいつ手を挙げて始めようかという考えは持っています。今後年数も

経ってきましたので、２９年あたりで機能診断を受けるような形で、今年度２８年度中に事業費が

掛かるのか、その辺の詰めてまいりたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今回の計画の中でも、公共施設の再見直しがあると同時にインフラの関係についても非常に重要

な部分で直結する問題だと思うんで、削減をしようとしてもできない部分、やらなければならない

部分。このことは、将来にわたっての固定経費として明確に出てくるわけですから、先延ばしをし

ないできちっとした形で対応の仕方というものの提示をできるだけ早くしていただきたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 近い将来に向けまして実施する形での検討を２８年度中にも進めてまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。歳入２５３ページから２５４ページ。 

以上で平成２８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２９号 平成２８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。２８３ページから２８６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２８７ページから２９４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、２７９ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 歳入についてお伺いしますけども、焼酎事業の今年の当初予算が１億１千８２５万５千円という

中で繰入金が２千４８６万８千円と昨年度から比べて６７６万１千円増額になっております。これ

前回の委員会の説明において職員の人件費及び樽を購入するための増額であるという話だったんで

すけども、今回、繰入金が２千４８６万円でありますけども、この当初予算が適切に予算計上され

ておるならば、今後繰入金がないものと判断してよろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 繰入金の関係でございますが、この関係に職員の人件費２名分、事務職の分ということで２名分

計上させていただいております。御指摘のとおり樽の購入経費ということで計上させていただいて

おります。職員の人件費分２名分については、今後も繰入をいただくという形になろうかというふ

うに考えてございますので、２千万程度の繰り入れは今後も出てくるかなというふうに考えており

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 はっきり聞き取れなかったんですけども、今後も２千万ぐらいの繰り入れがあるというなと説明

だったんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 職員の人件費分の２名分のところについては、来年度の予算４名分ということで全体の職員の人

権費の４名分みております。そのうちに２名分については一般会計からの繰り入れという部分で、

従前補てんをしていただいているのがございますので、その分については今後も職員体制が変わら

なければ、２名分については繰入で行っていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。加藤健次君。 
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○７番（加藤健次君） 

 １点だけちょっとお伺いをしておきたいと思います。２６年度の焼酎の５ヶ年の事業計画の中に、

先般の委員会の中でも設備の更新をしないとならない。約２億位の見込みです。こういう形になっ

たわけですが、５カ年間の計画の中では確かに２８年あるいは３０年でしたか、３１年に設備投資

の更新を考えていきますとあって、前回委員会の中でも２億。これどういう規模でどういう形にな

ってくのかという、本年度はしないのかどうなのか。あるいは５カ年計画の中でそのことはどうな

っているのか。これ計上しなければならない部分だと思いますが、どのように。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 焼酎の施設の関係、備品整備に全体で２億ぐらいということで、委員会で報告させていただいて

います。委員会の中でもお話をさせていただききましたが、なかなか特殊的な物品というところも

ございます。今年度中にその詳細部分について、内容確認しながら、今後の整備の部分につきまし

て早急に数字を積み上げていきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 当然のように特別会計では補っていけないわけで、そういう形の中で繰り入れという形をとって

いくのか、あるいは別の項目の中でこの事業展開をされていくのかわかりませんが、とりあえず焼

酎事業に関してということになれば、池下議員の御質問の課長の答弁の中にありました人件費２人

分の経費の繰り入れは当然のように行ってきますよと。池下議員が聞いたのは、そのことにおいて

２８年度の売り上げの収支が見込めるとすれば、追加の繰入はありませんかというお尋ねだったと

思うんですが、そのことに関して答弁がなかったんで、そのままでいくんだろうと思うんです。 

ただ今回２億近い設備の中で、どういうような年次計画を持ってやっていくのか。例えば設備を

するにしても計画では６５キロですか。最終的には６５キロでいきたいというスタンスになれば６

５キロに見合った設備投資の改修になり、修繕を行っていかなければならないと思うわけですが、

ずっと売れていく保障というのもないわけですし、あるいは売れすぎた時の問題もある。そういっ

たことを十分に管理し、この整備計画の中で謳われている。掛かるものに対しては、きちっと早い

段階で提示していかなければ、町長は大きな観光の目玉の中で、清里をＰＲする原点だとも言って

いるんで、そういう形の中では焼酎で利益を出すことはしません。私もそれで良いと思うんですが、

だからといって限りない一般会計からの持ち出しもいかがなものかと。そのことを町民の皆さんに

提示しながら理解してもらえる環境が大切だというふうに思うんで、早期に壊れましたからこれや

りますとかという形でこれ許される問題ではないのかなと。まして、ここでもう一言つけ加えてお

きたいのは、２６年度の５カ年計画でいくと２８年度からは一般会計からの繰り入れはないという

ふうな計画ができ上がっていると思います。それで最終年度には帳尻が合うよ。ただ、そういう中
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において設備の投資についてはありますよという表現がされているわけであります。そういう計画

の変更があるとすれば、早急に計画変更について、修正をかけていくということが必要だと思いま

すが、その辺についての考え方、取扱いについて。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

ただいまの御質問設備の部分。それを含めた中での焼酎事業の２６年に建てました計画の中身こ

の部分につきましても、見直しをかけるということで委員会でも報告させていただいております。

２８年度中にはこの部分ある程度数字を固めていき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（田中誠君） 

以上で特別会計予算の質疑を終わります。 

 

○議長（田中 誠君） 

本日はこれで散会といたします。 

明日は、１３時００分からの再開となります。どうも御苦労さまでした。 

  

 

（午後 2時５６分 散会） 
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平成２８年第１回清里町議会定例会会議録（３月１６日） 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   澤 本  正 弘 

    総 務 課 参 与   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 

    産 業 課 長   二 瓶  正 規 

    建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 

    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    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。 

   議案第２３号～議案第２９号（各会計予算案の総括質疑） 

   議案第１１号  清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を改正す

る条例 

   議案第２３号  平成２８年度清里町一般会計予算 

   議案第２４号  平成２８年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第２５号  平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第２６号  平成２８年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第２７号  平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第２８号  平成２８年度農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第２９号  平成２８年度清里町焼酎事業特別会計予算 
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                             開会 午前１３時００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。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（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、３番河口高君、４番前中康

男君を指名いたします。 

 

 

●日程第２  議案第２３号～議案第２９号（各会計予算案の総括質疑） 

○議長（田中誠君） 

日程第２ 一括議題となっております。 

議案第２３号 平成２８年度清里町一般会計予算から議案第２９号 平成２８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。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 それでは私の方から総括質疑ということで質問させていただきます。昨年度は統一地方選挙の年

度でもあります。骨格予算の編成となり、各部署においても継続的にかつ義務的な予算提案だった

と思います。平成２８年度一般会計予算が実質的な櫛引町長の２期目の思いを込めた予算編成であ

ったと考えます。折しも第５次総合計画後５ヵ年の計画並びに国が進めている地方創生まち・ひと・

しごと総合戦略に基づき、各種の施策を通じ、これからのまちづくりを着実に実行された予算であ

ると考えます。 

一般会計当初予算が４９億９千万、６特会を合わせ、総額６５億３千２３１万７千円となり、前

年度比１２２．１％と特会を加える等、１１１．６％増となっております。一般会計の歳出の中で

特に総務費、農林水産費、土木費これらが大きく伸びとなっております。今、国が推し進めている

地方創生まち・ひと・しごと総合戦略に対する取組み、そして清里町の基幹産業である農業におい

て各種農業施設への助成支援、そして観光、移住定住交流の拠点、清里情報交流施設の事業費の３

つが、今回の予算編成の重要なところだと考えております。一方歳入は、依存財源が３７億１千５

０万３千円と全体の７５．６％となっており、一方自主財源は１０億５千２４６万４６５円という、

特に繰入金が４つの基金の合計で、今回１億５千６６９万１千円となり、前年比における伸び率が

２千７１％増という高い伸び率になっております。国も財政難の中、地方交付税も厳しさが増すこ

とが予想されます。 

そのような中、町長が平成２８年度町政執行方針の中で４つの基本目標を着実に推進するため、

今回基金の取り崩しをされ、積極的な財政出動と適正かつ公立な行政執行を願うところであります。
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今回の定例会では４名の一般質問、そして予算質疑においては活発な質疑がありました。そのよう

な中、内容は町長が掲げる雇用の創出、新しい人の流れをつくる、そして若い世代の結婚・出産・

子育てそして時代に合った地域、それらの取り組みに対する関連質疑ではなかったのかと私は考え

ております。それらを踏まえて総括質疑といたしまして、私の方から２点を質問させていただきま

す。 

まず最初に、子ども子育て基金の創設による子ども子育て支援。そして教育を通じた人材育成の

ための教育支援ですが、今年度はふるさと事業基金の一部組み換えと太陽光の売電収入による新た

な子ども子育て基金をつくり、その財源から今年度４千万を繰入執行するわけではございますが、

今後ともこの継続施策を進める中でこのまま次年度以降も執行されると単純ではありますが、５年

ぐらいで枯渇するのですが、この子ども子育て基金の基本的な運用の考えを御説明願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問いただきました子ども子育て教育支援に関する２期目の政策ということの執行

でございます。 

この子ども子育てについては従前からの引き継ぎで実施をしてきた経過がございまして、また教

育支援についても、１期目の時からの継続的な事業推進という流れの中で、扱ってきております。

また併せて今回はまち・ひと・しごと創生の若い世代の方々の夢や希望を叶える。これから一番大

事になってくる若い世代の方々そして子育て負担の軽減ということを鑑みながら、２期目の政策の

大きな重要な施策として掲げさせていただいたものでございます。 

そうした中で、今回の従前から実施してきたものに加えて、さらに若い世代の結婚、出産の祝い

金制度とかまた不妊治療に対する制度。それから子育ての部分になってこようと思いますが、２４

時間での電話相談事業というような事業についても新規事業として取り組みをさせていただきまし

た。さらに高校の存続にかかわる部分もあるかと思いますが、たまたま小清水高校の募集が無くな

るというようなことで、少しでも近場の清里町に来ていただければというような思いを込めて、募

集の内容についても随分と精査をさせていただいたわけでありました。それによって、おかげさま

で今日の最終的な試験結果では３６名の方が清里に入学をされるという事で、余談となりますが清

里町からの子供たちでよその学校に行かれるという方については全員合格をされたということであ

りますから、大変うれしいことだなというふうに思っているところであります。そうした中で御指

摘をいただきました財源の関係でございます。全体の財源として、子ども子育て基金については、

従前のふるさと基金からの一部繰入と太陽光発電による売電収入これをもって益金を積み立てをし

ていくと、合計で現時点では約２億１千万近い金額になっているかというふうに思いますが、これ

の中の基本的には、第５次総合計画後期５ヵ年。そしてまち・ひと・しごとの実質的なこれからの

５カ年この部分をどう切り抜けていくかという部分での発想の中で２億円の１部組替えをさせてい

ただき、単純に割り返しますと、５年間での支消ということになってこようかなというふうに思っ

ておりますが、今後の流れの中で売電収入等の動きがありますんで、こういう部分をどう整理して

いくかというのは残ってまいります。基本的には後期５ヵ年の中で一定の目途をつけていきたいと

いうことで、効果がないとなれば効果のないように扱っていかなければならないし、また効果が更
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に出ると、それから新しい方策もあるということになれば、それに向かったまた対応についても全

体の中としても、ご協議申し上げてきたというふうに考えるところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今の答弁の中で、後期５ヵ年の中ですべて基金を支消してまいりたいという話だと思うんですね。

その中に売電収入の形で財源として入ってくる。その分は４００万弱かなと思うんですけど、それ

が５年間の中で２千万。そういった部分で多少なりとも財源の中では残ってくるかなと思っており

ます。今の町長の話の中で５年間の中で政策をすべて使い切る言葉は適正ではないかもしれません

けども、それだけ本町として子育て支援に他町に負けないような政策をやっていきたいなという思

いを発したのかなと思っております。確かに総合戦略における予算の中で全体の中で子ども子育て

資金の財源の持ち出し、大体３千６００万弱でしたか。かなり財政的に発動して本当に細かいとこ

ろまでの対策。不妊治療や長年いろんな部分で委員会の中でも提案していたおむつだとか細かい案

件がここにきて加速的に事業展開できたことには、やはり私としても嬉しく思います。ちょっと調

べましたら、今回の子育て資金の運用の事業施策ざっと大きな小さなものすべてで１３項目あるん

ですね。やはり全体の中の運営の中で、清里高校支援がかなり精力的に対応していただいているの

かなと思っています。清里高校におけるその本町のいろんな活動支援という部分で、町長も清里高

校にどういった形で今後取り組みを考えておられるのか。そこらへんの中でどう考えているか。再

度質問させていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 子育て支援の中の高校に対する総合支援の関係でありますが、先ほど申し上げましたようにいろ

んな政策を打たせていただいた中で、昨年から見たら倍増の増え方になったということであります。

今後はそれでずっといけるというのはきわめて難しいだろうというふうに感じているところであり

ますけれども、ただ清里もそうですが、小清水町も同じようにどうしても遠くの学校に通えないと

いう方、経済的な部分もあるでしょうし、また自然的な部分もあるでしょうし、そういう方も結構

その中にいるんではないかというふうに思っております。すべての方々が遠いところまで汽車賃を

かけてでも通えるかということになるとなかなかそうではないというふうに思っております。その

中で今回、小清水町が高校が募集停止ということでありまして、本来であれば清里の子供が清里の

高校に入っていただければという思いではいたんですが、現実としては清里から入られる方も小清

水から来られる方もほぼ同じになってしまったと。うれしい反面、少し地元の対応が弱かったかな

というような思いをしていることも事実であります。そうした中でありますけれども、多くの方に

清里高校に入っていただけると。そういうことによってより教育関係は充実するだろうというふう

にも思っておりますから、スタートをしっかりやることによってさらに後輩の方々が清里高校はそ

んなにすばらしいところだと、先輩も一生懸命頑張っているというような中で多くの方が入ってい
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ただけるというようなことになっていけばというふうに思うところでもございます。特に今回は、

入学される人数が増えましたので、それに伴う海外派遣事業だとかそれぞれの相互支援の中での個

別対応がありますので、そういう部分での金額がかなり増額になったというのが実態でありますが、

私はできれば本当は２クラスぐらいまでの学校ではないかなというふうに実は思っております。で

すからどこまでも増えていって、それに対する同じ対策を打っていけるかどうかというのは別にし

ても、基本的には２間口を目指すような対応を含めていければ、永続的な学校として地域に残って

行けるんではないだろうかなというような思いをするところでありまして、当分の間今の体制をし

っかりと維持する、その施策をいろんな手法を変えながらも、やっていきたいというふうに考えて

いる次第でございます。本当に不安なところたくさんあります。ですが、それを乗り越えて今やら

なければ、禍根を残すということのないように何とかこの対応を進めていきたいというふうに考え

る次第であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 清里高校の思いという部分で、後段の方２間口という言葉が出ましたけども、それは大変なこと

かなと思います。やはり１間口を維持することも難しいですけども、余り背伸びせず、特色のある

清里高校。そういう思いを発信しながら、教育における本町の特色性は地域みんなで見守る。そう

いう町民の心がある町でありますから、しっかりと清里高校の存続を見守っていただければならな

いと思っています。ただやはり５年間の中でその基金の運用を支消するとなると、その年でＰＤＣ

Ａではございませんけども、しっかりと検証する作業もあわせて、これは行政の執行者の中でしっ

かりとやっていただけなければならないし、それに向けての反省を踏まえた中で、次年度に向ける

施策をどうする。これは常にリサーチといいますか検討課題として考えていただきたいと思います。

今ここで、その５年間のメニューを出せということは質問しません。ただ、その都度原課における

皆様が、常に現場に赴き、そしてその親御さんなりの心を受けとめて政策中で反映いただきたいと

思っております。聞くところによりますとその総合戦略の動きの中で給食費を小学校、中学校を無

償にするという動きもあると聞いております。本町の場合、無償とはいきませんけども、現在一部

補てんという事業で町も助成しておりますけども、この部分について仮に町長が給食費の減免ある

いは無償化とは言いませんけども、そういう考えがあるのか、ないのか。この場で大変失礼ですけ

どもその辺のご認識をちょっとお聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 学校給食の関係での御質問でありますけれども、確かに国の現在財政諮問会議の中で子供たちの

学校給食費、無償化に向けた答申が出されたところであります。この座長は安倍総理でありまして

御膝元の財政審の中から答申が出たということでありますので、最終的な全体の財政の資金繰りと

いうものがあるのかなというふうに思いますけれども、私はその方向に向かってくるんではないか
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なというふうに今の段階では理解いたしております。早くなってもらえればありがたいというふう

に思っておりまして、全体の給食費、清里の場合も、前回の値上げの話があった時に、その部分は、

行政が給付しましょうということで、これ以上父兄の負担を増えるような姿はまずいというような

ことで、対応させていただいているところでありますので、今後も国の方が仮にスムーズにその対

応が出てこない場合にあっても、私としては現状維持していきたいというふうに思っておりますん

で、現在のそれぞれの保護者の負担をこれ以上給食費の中で増やすというようなことでなく、その

部分については吸収をしていきたいという考え方で、今のところ進めていくと考えている次第であ

ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今、政府の方で給食費の対応を今後答申が出る形で無償化の方向で話が出ましたので、そういう

形もあるのかなと私自身安堵しているところでございます。今のお話を総合的に考えた中で、この

総合戦略における今の町長の答弁の中で、国からの特別交付的な意味合いでの財政処置が今後出て

くるのかなというふうに期待はしているんですけども、どうでしょう。この総合戦略費という中で。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今回のまち・ひと・しごと総合戦略ということで、国の法律に基づいて、各自治体全国津々浦々、

この総合戦略を策定したところでありまして、策定にあたっても４つの目標に向かって作成せよと

いうことでありますから、ほぼ似たような金太郎あめ的なものが全国で策定をされたのではなかろ

うかというふうに思っております。そうした中に国の方ではその中で特に優秀な政策については支

援をしていきたいということでありますが、どれが優秀なのかどれがダメなのか。我々には皆目見

当つかないし、私どもにしては、すべての政策が必要だから打っているわけでありますんで、すべ

てに交付金をお願いしたいという気持ちではありますが、国の方はどんどんどんどん後ろに向いて

進み始めておりますから、実際的な大きな配分というのは全く皆目見当つかないという状況にあり

ます。私はこれが例えば１円なりとも来なかったとしても今の政策を下げる気はありません。一般

財源で、交付税の中で絞り出してでもやってきたいという考えでおりますので、できる限りはこの

計画に基づいて実施をしていく政策の一覧を国の方に届けて、この中から少しでも交付金の対象に

なるものに選定していただきたいというような対応をしていきたいというふうに思っておりますが、

かなり後ろ向きになってきているというのも事実でありますので、そんなに期待は出来ないという

ことで、進めて行かざるを得ないだろうというふうに思っている次第であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 
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○４番（前中康男君） 

 大変国の財政が厳しい折で、国の方が後ろ向きということが解ります。そして本町もそういった

意味で、国に頼らずとも町長は子育て支援の部分で、しっかりと施策を打っていきたいという熱い

思いを発したわけでございます。しかしそうは言ってもやはりある程度の交付金というのも措置し

ていただけなければ、いろんな部分で全体的の施策の中で、バランスをとらなければならないとな

った時には、やっぱり必然的に考え見直しというのは出てくるのかなと思っている一人であります。 

そういった意味で次に２点目の質問に移させていただきます。今回総務費における公会計固定資

産台帳整備業務委託料という形で今回の６２０万円ほど固定資産台帳の整備する方向で予算が上が

っております。先の予算審議委員会の中でも平成３０年度を目途に全国の地方公共団体において統

一地方公会計の整備をすると説明をいただきました。このことについて、まだ拙速でありますけど

も、３０年の公開という形でまだ期間はありますし、どのようなものかはまだ解らないのでありま

すけども、公会計制度をどのように捉えて今後の活用と言いますか、その辺の利用方法に張り巡ら

されている考えを説明していただければなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

地方公共団体等で会計処理の話でありますが、基本的に地方公共団体の会計というのは、地方自

治法と地方財政法に基づいて処理をするということになってございます。内容的には現金主義であ

りますし、簿記記帳は単式の形をとっております。一般の企業は現金主義でなくて発生主義、物事

が動いた時にすべてが記帳されるということになりますし、貸借対照等の複式という形態が取られ

ているわけでありますが、地方公共団体の場合は、営利目的等といたしておりませんので、もとも

とそういう単式の現金の動きだけというのが、今会計のあり方であります。これももう既に１０数

年も前にそういう方式で中身がよく見えないということで、複式に企業会計に置きかえた新しい公

会計の必要性が問われたわけであります。 

今回経過の中で総務省が手がけて、新公会計に向けたいろんなやり方をやってきたんですが、議

員御指摘のように改めて平成２７年～３０年までの間で統一した基準による新しい公会計というこ

とで、財務所掌に新たに４つの処理を加えて、新しい公会計にするということで、総務省の方から

町に対して指示が流れてきたところでございます。今回の予算については、それをやってきた大前

提となる資産の部をしっかりと洗い出しをし、それを資産としての評価をしていかなければならな

いと、そこからスタートになるというようなことでありまして、今回特に６百数十万の予算を計上

させていただいたような内容になってございます。そんなことですから単式でやってきております

ので、資産評価は一切今まではしていないというのが事実でありました。今回の新しい公会計の中

で、その部門だとか貸借対照だとか損益に近いコスト計算部分まで含めた会計処理というような内

容になってきているところでもございます。背景としては、やはり町民の皆さんに対する会計の説

明責任ということと、一般の人が見て解りやすくということが大前提ということでありまして、私

どもとしては少し疑問に思っているのは、果たしてそこまでやってお金と暇をかけて行政にしっく

りくる形になるのかどうかは、私どもとしては、これから精査していく必要があるんだろうとそん
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な思いをいたしております。 

そんな状況ではありますけども、清里の場合では、そういう課題が出たのが１０数年前に出たも

のですから、その時に独自の手法によったんですが、当時も総務省のある一定の基準があったもの

ですが、それを使って実は貸借対照表の作成はずっと今までも独自にやってきております。平成２

５年までは毎年「今年の仕事」の後ろに参考資料として付けてきたんですが、現実的になかなか読

み込みにくいということで如何なものかなということで２５年からそこに掲載をしておりませんけ

ども、算定は今もきちっとやっております。そういうようなものを見やすい形になってくるかと思

いますんで、総務省の統一基準に合わせた中で改めて算定をしながら、公表のできる数字として求

めていきたいと考えでおります。財務の内容を明らかにしていくための資料だということでありま

すので、我々としても、新基準に基づく対応を進めて行くということで今取りかかっていくわけで

ありますけども、ただ現実問題でそれをどういうふうに財政の中で、これからの町の会計の中に生

かしていくことができるのかというのは、やはり我々も相当勉強しなければならないというような

思いでありますんで、予定ではこれから３０年までと、年度でいけば２９年度までということで３

年間猶予期間がありますんで、今年は資産を評価できるそういう固定資産経費をお願いをしたとい

うことであり、これから具体的な指標をつくるためのマニュアル、システムが必要になってくると

いうふうに思いますので、またそういう対応についても協議をさせていただきながら進めていけれ

ば、という思いでおりますので、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） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 この公会計、答弁の中で行政の単式主義、現金主義ですね。そして企業でいえば発生主義という

複式簿記の取引、それを行政の中に組み込むという議論の中で、平成になって三位一体の改革の中

で、かなり積極的にたぶん出てきたのかなと思っています。行政には対価を求めるという施策は無

いですし、ましてはインフラ整備、そして福祉という部分で、今町長がおっしゃったようにそれを

複式で押しなべてみるのは難しいというのも事実あります。しかし、そこにはまた見えない部分も

僕はあるのかなと。端的に申し上げて各施設におけるその減価償却費の算定をどうするか。見えな

いことはないんですけども、細かく言えば退職給付の引当金勘定。これらも予算だとかの決算書で

見れば見えるんですけども、なかなか見えてこない。そういう部分も今の複式簿記の活用といった

部分で、１つの財務諸表データとして、今後とも提示していかなければならないし、仮に一度作成

が終わったとしても、普通の商売をやっている方々と同じ毎年決算書はつくらなきゃならない。そ

こに毎年行政としての財政出動は今後ずっと続くであろうと思います。そうなると職員の人材育成

という部分がそれなりのコストが掛かるっていうのも事実かなと思っています。ただそれをやはり

やるべきだと。これはやはり町民向けのいろんなデータ処理を解りやすく説明して掲示する、これ

は行政のサービスとしての町の懐ぐあいを見せる手法としては良いのかなと。やはりここら辺もし

っかり考慮する。 

そしてもう１つ議会対応の中で、関係証票の提示をいただけなければならないのかなと思います。

今の中の議論を常に現金主義の中で、出たり入ったりの話をするんですけども裏には見えない減価

償却あるいは今後におけるインフラ整備の中の更新年度だとかの話、はっきりと各施設ごとに見え
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るのかなと思っております。そういった部分でその辺について活用の幅も広くなっていくと思われ

ますので、入り口ですから、今この場で僕は求めませんけども、今の話を聞きながら町長が考えて

いるところをもう一点お聞かせいただければと思うんですけれども。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 新しい公会計ということで、新しい証票を作成していくということで、これは今までのやり方と

はごろっと変わってはきますけども、もともと地方自治法と地方財政法、それ自体は動いていませ

んので、さらにこの部分をわかりやすい資料として作成していくということになってきます。です

から町民の皆さんには、町の財政状況だとか資産の状況だとか負債の状況そういうものはどうなっ

ているか、またそれぞれの資産や施設の管理、焼却はどうなっているんだというのは、なかなか出

てこない事実でありますから、それらをきちんと整理することによって町民の皆さんにより町の財

政状況が解りやすくなるということがありますので、それに向かった対応をとっていかなければな

らないというふうに考えておりますし、また先ほど申し上げましたバランスシートをつくっている

んですが、公表しておりません。それもまた公表するというようなことも含めてやっていく必要が

あるだろうというふうに思っております。いずれにしても町民の皆さんによって形成されたいろん

な財産でありますから、それを解りやすく皆さんにも提示が出来て、また町としても、将来の財政

運営が明らかになった上での財政運営ということにもつながっていくというふうになってまいりま

すので、この部分については、期限以内にしっかりと仕上げていくようにしていきたいと思ってお

ります。 

それから御指摘いただきましたように、これは毎年続けていくということに当然なってまいりま

すので、そうした中においても心配しているのは、取り扱いやその年その年で制度が変わるという

のがあるもんですから、そうなると毎年システム自体を変えなければならんとなると、とんでもな

い負担になってまいりますから、そこらも踏まえながら範疇でやれる部分を考えていければという

思いでおります。町民の皆さんに財政の中身、行政運営の内容が明らかになる手法のひとつとして

の、今回の総務長官の指示でありますので、それに沿った中で進めていくという事でご理解をいた

だきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

この公会計制度もあと何年かすれば、こういう議論が３年、４年後には、活発な中で議場の中で

も、話が出るのかなと思っています。特に特会の中にある焼酎事業。これらもあわせて財務諸表と

いう部分で、委員会の中でいろんな部分でその議論もしてきた経過がございます。そういった意味

の中で、焼酎事業におけるこの公会計の制度をうまく組み込めれば良いのかなと思うんですけど、

できないかもしれませんけども、町長説明した現行の公会計のデータを見た中では、はっきり言っ

てそこまではと言うか、本当にお粗末な数字の提起、実際の形ではなくそういう形しかなかったも
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んですから、そこら辺大変難しい部分もありますけども、そこら辺も各公共事業の企業体の中には

第三セクターというひとつの括りの事業展開をやっている自治体もあると。それらも含めた中でこ

の公会計をリンクしながら活用をしているのかなという所もありましたんで、統一のモデルじゃあ

りませんけども、もし可能であればそういうような検討をすればいろんな方向づけの中で、予算編

成、そして施設の延命措置の計画性がうまく活用できるんじゃないかと思うんですけども、その辺

もし可能であれば推進していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の関係でありますが、町としては一般会計があり、特別会計があり、そのほかに一部事務

組合の会計があります。清里の場合は第３セクターがありませんので、今お話をした会計だけかな

と思いますが、基本的に国の方で指示をしてきているのは、連結決算の方式ということになってい

ます。ですから単体ごとの計算でなくて、全部一般会計と同じいう中でときているんですが、果た

してそういう組込みができるのかというような本当にちょっと疑問に思っています。通常的に考え

れば、それぞれの会計ごとにやって、それを連結をするというのが一般的と思うんですが、今国か

ら言われているのは、最初から連結の話になっているもんですから、ちょっと具体的な事務処理上

で果たしてそういうスタイルがとれるのかどうか含めて、検討を加えていくという段階であります

ので、ご理解頂ければというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 説明がありまして、この公会計についての質疑ももう終わりにしたいと思いますし、２点ほどと

いう形で、今回いろんな方向性の中で現実的な５ヵ年の中で、そしてその中における今後の行政の

改善項目の中の１つの手法としての公会計という話をさせていただきました。 

最後に２８年の一般会計の予算編成に、職員ともども大変ご尽力いただいた中、編成作業いただ

いたことに感謝申し上げますとともに、これからまち・ひと・しごと総合戦略において、や議会の

チェック・アンド・バランスというものを基本にしつつ、町長が掲げる住み良い町づくりに向けて

町長はじめ職員とそして私たちも頑張ってまいりますので、それらを期待し、私の総括質疑とさせ

ていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 他にありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 それでは総括ということで、質問を３点ほどさせていただきたいと。前中議員が前段の部分で、

今回の予算についての大きなことについて終わったので、単刀直入に質問をしていきたいとこのよ
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うに思います。 

今年度第５次清里町総合５カ年計画の後期のスタートそして本当に今年は清里町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略における予算組という中でこの雇用の創出、新しい人の流れをつくる、若い世代

の結婚子育て関係、そして時代にあった地域をつくる。このことが、櫛引町長が言っている、この

町に住んでいて良かったと実感できるまちづくりの趣旨とこのように思います。 

今回前中委員の質問にありました子育て関係については終わっておりますので、私は３点ほど福

祉関係について、それと大きな目玉であります観光について、そしてこの観光の柱でありまず焼酎

について。この３点についてお伺いをいたしたいと思います。 

仕事をつくる。こういう意味からいきますと福祉事業、将来の子どもたちはもちろんであります

が、今まで清里を育て築いてきたこの高齢者の皆さん方に、最後楽しいこのふるさと清里で過ごし

ていただく環境づくりのために日々努力されていることには敬意を表します。そんな中で今回予算

執行の中でも計画されております来年度におけるケアハウスの実施計画されているわけですが、実

施された後、運用されるのは３０年ということになろうと思うわけですが、この整備をしていくと

同時にケアハウス関係、そして高齢者施設等に働く人方の職員の環境、あるいは同時にそれを職業

として、産業として働く場所の確保としての非常に大きな意味合いをこの小さな町清里も続けてい

かなければないものだとこのように思うわけであります。 

そういう中において、この働いておられる人方の処遇改善をどう図っていくのか。今日の新聞折

り込みにも清里老健の介護あるいは看護の募集等があります。こういうような中で清里も独自の政

策をされているわけですが全国的に管内的に幼稚園や保育所と同じぐらい、あるいは保育士と同じ

ぐらい介護者の職員の問題点が非常に大きい。そしてこれはイコール仕事をつくる。このことから

も私は大切であろうと。この施設の入所者が安心して日々生活をできるっていうすぐれたスタッフ。

こういうものを育てる。人がいれば良いではなく、同じ人ができれば長い期間努めていただけるよ

うな環境を積極的に推し進めなければならないと思う。そういう環境の中で３０年から新設をされ

るであろうケアハウスにもそういう職員が必要になってくるわけであります。そんな中で、その場

で募集をかけても非常に難しい部分。現状として清里には清楽園、老健、あるいは病院。こういう

すべての介護職員の環境整備をどのように図って維持し、清里はそういう介護関係のすごく整って

いるところだと。このことが、あるいは職員の定住にも繋がっていくんだろう、大切な部分ではな

いかと、このように思うわけであります。 

それともう１点は、ケアハウスをつくることが目的ではなくて、そこに入らなければならない入

所者をどのように入れてあげられるのかっていうことが、非常に大切になってくるんであろう、こ

のように思うわけであります。法定で定められた料金というのがすべて決まっているわけでありま

すが、そういう中で清里町における人数は把握しておりませんが、基本的に入ろうとしていったと

きに国民年金の受給者がそのケアハウスに入ることができるような施設になるんであろうか。現在、

実施設計をこれから建てていく中でどれだけの単価のあたりの経費になっているのか。そういう見

えない部分がありますが、出来上がってからやるんでは遅いと考える。ぜひ誰が見ても清里町内の

人で高齢者の一人あるいは夫婦でこの方たちは是非入れてあげるべきでないか。でも入りたくても

金銭的、あるいはいろんな部分で難しい問題が起きたときに、それを何とかしてあげる、入ってい

ただけるような環境づくり。これを今うちから準備することが大切でないかとこのように思うわけ

ですが、このことに関して町長の所見をお伺いいたしたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問であります。福祉施設にかかわるそれに従事する方々の処遇対応等の関係、そ

れからもう１点には、今回整備を予定しておりますケアハウスの入居にかかわる条件整備というよ

うなことで御質問でありました。私どももこの福祉施設というのは清里に特別養護老人ホームそれ

から介護老人福祉施設とこの２つが今のところございます。これはいずれにしても、介護保険施設

でありまして介護度が一定以上の方々が入居をされるという施設でありますが、今回町の方で予定

しているこのケアハウスについては、昔でいう経費老人ホームです。ですので、基本的に元気な方々、

ちょっとした見守りがあれば生活できる方が想定するところで、要支援の方々までを考えながらや

っていく施設になるだろうというふうに思っております。 

その中にも基準がございまして、働く人方がどういう配置をしなければならんというのが定めら

れております。町が想定して５０人程度の施設ということになれば、施設長以下の基準がというの

がありまして、入居の条件は変わりますがそんなに大きく動くものでありませんので、１４～１５

名ぐらいの職員の方を確保しなければなりません。その中で用務員的な方もいらっしゃいますし、

本当に介護に従事する福祉業務をするという方々もおりますから、１４～１５名全員が専門職でな

きゃならないということではありません。そうは言ってもある一定の方々は必ず必要になってくる

と言うことであります。今現在では町の方では福祉医療の従事者の方の確保支援対策事業、これは

福祉だけでなく医療も含めて歯医者さんも全部入ってもらって、この制度を起こしているわけであ

りまして、既存の施設の皆さん方については、これを上手く活用していただきながら、人材確保に

努めていただいておるというのが実情でございます。ただ現状は議員の方からもありましたように

極めて採用が厳しいわけであります。清里は厳しいのかなということもありますから、よくそこら

辺を調べてみても決して清里の老健施設も特別養護老人ホームも待遇は、他の市町村の同一施設に

比しても、決して悪くはありません。悪くないんですけど、地方にはなかなか来ていただけないと

いう、それと不思議なもんで新陳代謝の激しい職場であるようでありまして、結構毎年何人かの方

が入れ替わりをしていくという状況があります。それに結婚されたいということで離れて行かれる

方々も随分いるようでありますが、本当にそういうもろもろの情勢を考えながらも、人材を確保す

るというのはかなり難しい状況になってきているというのも実態であります。ですから、今議員か

らもありましたように早目早目の手をうたないと、その時になって慌てて結果的には職員がいない

から開設できないかとそんなことに陥らないように、これは万全の策を通じながらやっていかなけ

ればならんだろうというふうに思っているところでもあります。よりそういう確保の面からいろん

なやり方があるんだろうというふうに思っておりますんで、これらについては時期を失しないよう

に、早期な形の中で、清里としての全体の異動と福祉従事者の確保に対する支援方策とか、また確

保対策について十分に検討していきたい、相談をしていきたいというふうに思っております。先ほ

ど申し上げました医療従事者等人材確保の今やっている事業だけで、なかなか進まないだろうと実

際的には思っておりますので、またいろんな部分で提案をさせていただきたいというふうに考える

次第でございます。 

それからもう１点の入居者の関係でありますが、基本的に軽費老人ホームということであります
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ので、サ公住とちょっと違いますから、我々の想定しているのは、国民年金ぐらいの方々が入居で

きる程度ぐらいのところでと今のところは判断をいたしております。それにあうような形になって

いければ良いかなというふうに思っていますが、これも最終的に建築費が何ぼだったり、それから

食事代がなんぼになったり、事務費がなんぼになったとかいろんな積み上げの中でそういうことに

なるわけで、一人当たりだいたい国民年金でいけば８万円かなと思いますが、それは年金単体でそ

れ以外にいろいろなものも加算されて多分入居される方々はついては、その前後のところの収入が

ある方が多いんだろうというふうに思っております。ただ人によっては、年金、無年金者もおりま

すから、そういう方々が該当した時にどうするんだという部分も整理をしていかなきゃならんだろ

うなというふうに思っております。私としてはそこに入居をしなければならない状況は、人によっ

てそれぞれ違っていきなり施設の方に入られる方、こういうところに入られる方おりますけれども、

やはり多くの方がそこの順番が来たときに入れるという体制をとっておかなければならないだろう

というふうに思っております。ですからその中身によってこれからどうしていったら良いのかとい

うのはありますけれども、基本的にやはり持ち合わせのない方からいただくということにはなりま

せんので、それをどういうような形でスムーズに入所の形まで持っていけるかということを検討し

ていきたい。またやり方としては、支援の方法も補助金方式もあります。軽減方式もありますし、

いろんな方式があるんで、ただ目に見えるようにはしたい。軽減っていうことだと全く目に見えな

くなりますから、補助金方式であれば、一回払っていただいて、そして不足する部分は御支援をす

ると、補助金とかそういう形で明らかにしていきたいなという感じは持っておりますんで、そうい

う部分も含めて、あり方についてはどういうふうにしていったら良いのか。また額についてもそれ

ぞれ人によって中身は千差万別でありますので、所得の種類も別ですし、行政で押さえられない所

得というのもいろいろありますから、そういう部分をどう押さえていくかという部分も含めて、こ

れから内容を十分に詰めていきたいというふうに考えておりますので御理解を賜りたいというふう

に思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 基本的には大まかな部分では理解するわけですが、先に言われた職員体制の待遇と本当に厳しい、

そして他の町村よりも良いですよって言いながら、集まってこないという現実の中で、これから逆

にその施設を維持するためではなく１つの清里として働く場をきちっと確保するんだと、この地域

づくりの観点の仕事のつくる観点からも一つ積極的な推進をしていっていただきたいとこのように

思います。 

そしてこの入所者の関係、町長の言われたとおり、大きく分けるとサービスに関する提供単価が、

それぞれ所得によって違っていくっていう部分は確かにあります。それと同時に食生活食事の部分

の経費、そして町長が言われる単価設定、工事費の部分で最終的にいくらなっていくのかというこ

とが出てこないとならないと思うわけですが、町長が言われた、国民年金で８万円という表現があ

りましたが、果たして本当に８万円の国民年金がもらっていられるのかなっていうともうちょっと

低いのかなと思ったりもします。確かに町長が言うようにそれ以外の所得がある人もいるだろうと

思いますが、また清里町にできる施設でありますが、清里町民だけの対象でない広域的な施設だと
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いうふうに理解をしていますので、決める単価設定は当然のように建物の減価償却なり、先ほどか

ら出ている公会計の問題からいろいろ考えていくと、当然なスタンスの価格設定がなされるものだ

と理解をしていきます。ただ清里に住んでいる方が入りたいと意思があって入れないっていう環境

の時には、町長が言われた助成策。この辺の改善を今のうちからどういう方法ができるんだろうか。

入ってからでなく今の体制からどうやったらできるんだろうか。そのことのいろんな啓蒙がケアハ

ウスを建てることの理解、軽費老人ホームだと言いながら入っていて重症になったときに、その次

のステップの施設に外部委託をしていくという、こういう説明もあります。そういう形の中で、す

べての福祉の環境が清里はスムーズにいっている。このことがまちづくり、人づくり、仕事づくり

にも繋がると。今回の戦略の基本であると思いますので、このことに関して、もう一度入居者の改

善の部分について所見をお伺いしたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まさにそのとおりだというふうに私も思っております。ですから本当に清里で育って、清里で活

躍をされて、清里のために汗水流して、いろんな施策をやっていただいた先輩方が最終的に施設を

使っていくようになるんだろうというふうに思っておりますから、やはりそこはしっかりと我々と

しても受けとめていかなければならんというふうな思いでおります。先ほど来ありますように最終

的な費用負担というのは、これからいろんな積み上げをしていきますので、それの設定としてきち

っとやらなければならないというふうに思っておりますので、やった上ですね清里のもともとの先

輩方をどういうふうな対応をしていくかという形になるというのは、この施設は広域施設でありま

すから、清里の人だけなくてよそからの方々も入居されるということになりますので、基本的には

清里の人方をどうするんだという対応の中で考えていかなきゃならんことだというふうに思ってお

りますので、そういう部分を含めてやってきたい。そしてこの施設だけでなく、全体を通じて変な

意味ではありませんけども、こういう施設を運営していくということは、ある１面福祉産業的な要

素もありますから、そういうバランスも考えながら大所高所検討していく必要があるだろうという

ふうに思っております。その中でのいろんな動きがいろんなところにも波及していくということも

考え、連携が取れるような形でやっていかなければなりません。今までも施設の管理運営とかそう

いう部分でありませんけども、実際的な部分で対応を加えてきているという部分もありますので、

今後ともそういう部分を通じながら連携を図りながら進めていければという思いでございますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 次の２点目の観光についてお伺いをしたいと思うんですが、観光の前に１点だけちょっとお願い

をしておきたかった。昨日もこのケアハウスを建てるための農地ハウスの撤去方法について、処理

をするんだということでありますが、処理経費のかかる形になるのかどうなのか。この辺掛からな
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い、あるいは再利用の最善策を是非活用していくという方向で。処分することに経費をかけるとい

う時代は終わった。このことだけは１つ前へ進んでいっていただきたい、このように思います。 

次に観光に移りたいわけですが、今、国が、道が、すべての町村が、このまち・ひと・しごと戦

略の中で謳われてきて、しかも国は今回、阿寒摩周広域環境を世界から来る観光客のための１つの

大きな拠点としてやろうと、こういう形でスタートを切っている。しかも清里はその前に知床観光

圏にも４町の中に入っている。この両方に同時加盟されて、これから阿寒摩周の関係は協議が始ま

っていく。知床に関しては１～２回会議を開いて、どういうスタンスになっているのか。でも両方

とも変な言い方なのかもしれませんけど、主人公じゃないわけですね。ちょっと外れなんです。今

回の阿寒摩周の関係も一番端っこで加入して、全体の枠組みの中には入っているわけです。そして

今回レストハウス跡地にできる交流施設、観光の拠点にしましょう。こういう形の中で拠点は出来、

点はできているんです。 

町長の言葉の中に、新しい扉を開いて一生懸命前へ一歩進めるといろんなことをやっていきます

という形は良いんですが、そして申請終わりました美しい村連合への加入をなされるんでしょう。

この町が外れるはずないと思って町長が申請したんだと思いますから、そういう環境の中でどうい

う形で清里町の町民の中に反映するのか。これらは入ることが目的ではないんです。手段と方法な

んです。そこに莫大な人力とアイデアと経費を掛けていくわけです。何らかの形で成果の上がる方

法。具体的にこうだとは言えないのかもしれませんが、この部分について積極的にこうしていく。

そして先ほどの前中議員の質問の中にもありましたとおりやれば終わりじゃないですよ。常に検証

とその方向性の転換を重ねて清里らしさ。一昨日の一般質問の中にもありました、観光の中でも通

過的観光になってしまう可能性が非常に大である。通過型でも良いんだけども、その時にごみも置

いていっても良いけど、お金も置いていって貰わないとならない。そして良かったというおもてな

しの心を持ってありがとうと言う言葉も与えてほしい。こういう形をいろんな協議会や団体の中の

１構成員として、美しい村集団。そして資源はあるよと言っている中で、本当に清里らしさを出し

ていただきたい。町長の言葉に美しい村世界的連合の中に入ってから、そういう町村のやつを吸収

するんだという表現があります。吸収は今出来るんです。吸収以上に、清里らしさを出さないと駄

目なんです。この辺について町長の所見をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 観光政策であります。これについては前回も申しあげておりますけれども、基本的に清里は今ま

で観光の名所ということでありません。ですからほとんど観光振興という形での取り組みは、やっ

てこなかったというのが実態かなと思いますが、ただここへ来て人口が減って、少子高齢化がどん

どん進んで、いよいよ打つ手が無くなってきているという実態かなというふうに思います。ですか

ら国の方においても新しい人の流れをつくり、移住定住交流をどんどん進めて欲しいということで

のまち・ひと・しごとの４つの中の大きな１つになっているわけであります。町においても次の活

力をそして地域を再生し、発展させるということの中に、大きな１つのツールになってきていると

私は理解をいたしております。 

ただ清里の場合、今までも施設そのものがありませんから、観光客がここへ来て大型バスで乗り
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付けて行くということには、なってこないというふうに思っておりますから、従来の観光とは観光

自体が変わってきてますんで、体験型またツーリズム型と言いますか、そういった形での呼び込み

をしていく必要性があるだろうと思っております。 

そのための１つの手段としての場所作りで、今回情報交流施設も進めているわけでありまして、

よそから来たお客さんが右往左往することが無いように、そこの中である程度一元的に案内が出来

ると言いますか、相談ができると言いますか、そういう施設として今の施設を活用していくという

ことで進めているところでもありますし、また多くの方々に清里に来てもらうという１つの手法と

しての美しい村連合の管理でもありますから、多くの方々に清里を知ってもらわなければ、確実に

それが浸透していくというのは、やはり今ある日本で最も美しい村連合という形の中で進めていく

のが、全国の各それぞれの地域と自治体が入っておりますので、そういう中で進めるのが最もベタ

ーではなかろうかということで、今回その申請をさせていただいたというところでございます。 

そういう中でのいろいろな活動を通じながら、清里の良さを売り込んで、そして清里町に足を運

んでもらう。そのかわりに運んでもらえば、いろんな施設だとか人とのつき合いだとかそういうの

が出てまいりますんで、やはり滞在型だとか地域型手法を学んで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して、そういう部分も含めて新しい観光のあり方を十分に進めてい

く必要があるだろうというふうに思っております。当然人が来ていただけるということになれば、

その中でごみも置いていかれるかもしれませんけども、飲み物を飲んでもらったり、食べ物を食べ

てもらったりという提供の仕方が出てくるわけですから、そういう中で少しでも地域のそういう経

済につながっていけばという思いでありまして、そういうふうな形を導いていかなければならない。

そしてまた清里焼酎においても特産品として、またそれ以外の六次化で取り組んでいるそれぞれの

方々もおりますから、そういうような方々の売店としても使っていける、そういう施設として整備

をしているところでありますので、フルにそういう能力を発揮する中で、この方向性を見出してい

きたいというふうに考えている次第であります。 

今ありますように、阿寒摩周国立公園に係る協議会も新たに加入させていただくことにしました。

それから従前からやっております知床観光圏のこれも続けていくということで、清里町はその観光

圏と観光圏のちょうど真ん中に位置するところでありますから、うちに滞在をして、よそのところ

を見ていってもらうには、非常に都合の良い場所であるという、それだけ立地的良さも生かしてい

くことができるんではないかな、観光地のごみごみとした人があふれるような場所に泊まらなくて

も、清里でゆったりと泊まっていただいて、次の観光地に出かけてもらい、夜になったら帰ってき

てもらうだとか、いろんな手法という組み合わせはできるのかなというふうに思っておりますので、

そういうマニュアル作りと言いますか、そういうものについても、皆さんといろいろ相談をしなが

ら、特に観光協会を中心としながらそういう施策を拡げていきたいというふうに考えている次第で

あります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今町長が述べられたことは、一般質問の答弁と全く変わらないわけでありまして、なかなか観光

の問題はそれから先に向かって言えないのかなと思いながら、私は今までやってきたいろんなこと



223 

の部分で、例えば焼酎工場の無料で試飲という部分、あるいは入館料をとるだとか、あるいは神の

子池に自然を愛するためのボランティア募金を置くだとか、いろんな形の中に仕掛けをし、今まで

どおりで良いことにならないんだろうというふうに思うわけであります。例えば交流センター中心

にしていく中では焼酎をそこで売るというわけですから、見学は工場だけで、あのセンターへ来て

券を買っていただくと。そして入館してもらう。こういうようなシステムにしていく。やっぱり何

か仕掛けをしていくっていうスタンスは、やはり私は必要だろうと。そのことが結果として、それ

ぞれの施設の重要性になっていくだろうし、ジュースの１本を買ってもらうときに、逆にあそこで

買ってもらったら町の中で買ってもらえない商店街の活性化の問題どうするんだってこういう問題

もあるわけです。そういう中に協力してもらえる商店街の人がいないのかどうなのか。同じことを

やるにしても、もう一度幅広い感覚の中から、結果的には経済としてそれで生活できる人が一人で

も二人でも増えないことには、何の意味もないと思います。あー良かった美しい町ですね。５年後

振り返ってみたら人口が半分になっていました。いろんなことがあっても国は地方切り捨てないだ

ろう。この１点で前に向かって頑張っていくしかないわけですが、そんな中でも自助努力が必要に

なってくると思うんです。そういう中では観光に投資してやってしまうことのリスクもある。でも

町長の言う扉を開けないと前へ進めないと駄目だという部分もある。でも開きぱなしは大きな穴が

あるかもしれないんです。開いた後はその先に何がある。どういう修正をしないとならない。この

ことを踏まえた中で本当に日本が、北海道が、全部の町が観光でこの政策をつくっているわけです。

町長が言われた知床と阿寒の中間点で良いところだ、宿泊をしてもらえば、最高のところだという

仕掛けを具体的にどのように戦術をくんでいくのか。そして国が、今回中心的に考えているのは、

外国人を中心とした環境が観光客向けの大きなこの道東への拠点の観光地ですよと、こう言われて

いる。そうすると、グローバルな関係のおもてなしの方法。こういう方向をどういうふうにしてい

くんだと。そのために他の町村よりも違う清里らしさをどう出していくのか。これについてお伺い

をしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それぞれ手法については、いろんなことが考えられるんだろうというふうに思います。ですから

先ほどお話をさせていただいておりますように、地域的な部分については、それぞれの地域での協

議会に加入をしながら一緒になって手法を考えていく。ですから、知床の対応の仕方については、

そこでも考えなければなりませんし、また阿寒摩周に向かったそういう全体の対応の中で、一会員

として足並みを揃えた中でやっていかなきゃならないと思っています。清里独自という部分におい

ては、今回設置します施設を中心としながら、清里の各関係の方々とも十分に議論をしながら、そ

ういう施策、マニュアルづくりをやってかなきゃなというふうに思います。その中でちょっと御提

案をいただいたように、せっかく来た方々が環境を汚していくことがあるんで、協力金だとかいろ

んな方式があるんではないかと、そのとおりだと思います。斜里岳が今協力金をいただいておりま

す。トイレも協力金という形で何ぼということをではなく、人によっては全くという方もいるよう

でありますけども、そういう部分でやっていただいているという事でありますから、いろんな方法

を考えていけるものと思っておりますので、これから十分に関係の方との協議をしていきたいと思
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うところでもございます。 

またインバウンドの関係ですが、直接原因または清里にどんどんどんどんという形ではありませ

んけども、ただ少しずつ増えているという事実のようであります。札弦道の駅にも結構言葉の違う

人方が入ってきて、引き上げていくという感じがあるそうでありますし、緑清荘にも団体では入っ

てきてない訳でありますけども、お泊まりになられている方がいるというふうにも聞いております

ので、少しずつそういう対応もしていかなければならないと。清里の各施設には全部日本語ばっか

りですから、インバウンドとなればそういう部分についても、おもてなしということからいけば、

説明するのをどうしたら良いかというようなことも含めて対応していただかなければならない。あ

る町村によっては、観光案内所に５カ国語話せる職員を雇ったとか、いろんな方法があるようであ

りますから、本当にそこまで行き着かずどうかというのはまた別にしてもいろんな手法について協

議検討をこれから進めていかなければいうような思いでありますので、ご理解を賜りたいというふ

うに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 私みたいな凡人が何を言っても駄目なんですが、ぜひ施設をつくったからＯＫ、会員に入ってＯ

Ｋわけじゃなくて、もう１つ頭の片隅に置いてほしいのは、経済だよと。生活があるんだよと。こ

の街に住み続けるために産業としての観光に手を出して、利益にはならなくても生きがいになるよ

うなことがあったり、いろんな形で清里町のプラスになる方法を少しでも出していく努力。これを

絶対に忘れないで、観光に関しても行っていただきたいこのように思います。 

そして最後の焼酎事業についてお伺いをしたいと思います。清里の観光土産と言えば、焼酎。こ

ういうことでグランドデザインを変えてスタートを切った年に、この事業計画経営計画が出来上が

っているわけであります。この中でいくと本当に町長は焼酎で利益を出すことは無いよと。私もそ

れで良いと思うんです。５カ年計画の中で、２８年度からは一般会計からの繰り入れはしませんと

なっているわけです。販売計画では、ほぼそのとおり達成されてきた部分でありますし、平成２７

年度去年の議会では、販売の修正をかけたわけですから、町が計画していた数字にほぼ達成したと。

この関係に対する販売に対する努力に対して、本当に敬意、感謝を申し上げたいとこのように思い

ます。 

しかし２７年度に一般会計からの繰り出し。これは大きく増えてしまった。去年の場合は、今ま

での流れの中で瓶のやり繰りがつかないという言葉がありました。そういう関係の中からいくと、

この５カ年の計画に大きなずれがあるんではないかと。そしてこの北海道清里に名称を変え、容器

を変えた。その効果は売ることに関しては出たけども、結果として一般会計からの持ち出しが続い

てしまう結果になってしまっている結果でありますから、今後この計画をどのように修正をして、

町民の皆さんに焼酎を安心してつくっても良いよって言われるような、そういう計画に修正をどう

やってしていくのか。まず繰り出しをしていかなければならなくなった最大の理由に、この辺の関

係について整理が出来ているのが、出来ていないのか。２８年度の予算の当初にそのことも無しに

職員２名分の持ち出しという言葉があって、いつ職員の２名がＯＫになったのか。焼酎を止めれと

言っているわけではないですからね。計画をしてやったことの変更、この一連の考え方について所
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見をお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里焼酎の醸造事業の会計の関係かなというふうに思いますが、基本的に焼酎事業、清里の特産

として始まったものでございます。決して利益を追求しないということでありませんけれども、た

だ利益を目的としてそれだけのみでの焼酎事業というふうには理解しておりません。あくまでも清

里の自慢の種でもありますし、町を売り込んでいった直接的な間接的な効果は物凄いものがあると

いうふうに思っていますから、これをお金でどういうふうに換算するかとちょっと解りませんが、

そこら考えていけば全体としては一定の評価の中におさまってくるのはないかと思っている次第で

もございます。やはり４０年と言う大きな１つの時間の流れ、これがこの焼酎をつくり出し、今の

地位を焼酎に与えてくれたのだろう。そしてまたそれによって町民の皆さんも我が町に誇れるもの

となれば、１番にやはり清里焼酎だよと言っていただける。そういうものにもう既になってきてい

るというふうに私は思っているところであります。 

それであれば、何ぼつぎ込んで良いかということでは全くないわけであります。できる限りその

中で、自主独立的に運営が出来るというのが一番良い方向でありますが、原則的にやっている焼酎

の販売と製造の力関係でいくと、どうしてもそこの収支というのは、１００％現金換算では問うと

いうことができないというのが今の実情ではないかと思っております。ただおかげ様で新しいボト

ルになってから、随分と販売が伸びてきております。これは単純に新しいボトルになったから伸び

たということだけではない。職員の皆さんに本当に努力をしていただいて、各所に出かけてもらっ

ては小売販売のところに顔を出して、清里焼酎をとって欲しいというキャンペーンを昨年やりまし

た。それによってかなり変わってきたなということもありますし、また本州方面では、新しいデザ

インになったことによっての注文もあるということも事実でありますし、大口の居酒屋からの引き

合いも徐々に入ってくるようになっておりますから、そういう意味においては少しずつですけど、

それで利益がでるかどうかと。最終的に黒字になるかというのはそこまではいかないにしても、少

しずつ差を縮めていけるところまできているというような感触を持っている次第でもございます。 

そういう中で、平成２６年から３０年までの計画の関係でありますが、２６年に計画を立て３０

年までに向けた一定の計画の中で事業を進めております。販売だとかの部分については、その年に

よって売れる時、売れない時いろいろありますから、計画どおりにすべていっているかということ

になると、そういうふうには販売額についても、製造額もいっていないというのが実態であります

が、１つの目安としてこういう手法で行くぞという部分で御理解をいただかなければならないだろ

うというふうに思っております。たまたま２８年の今回の予算措置としては、製造量、販売の予定

としては、当初計画した形の中でいきたいと言うことで今回予算を計上させていただきます。ただ

収支の関係からいくと、そこで一般会計からの繰入れが２８年はゼロだったんではないかと、その

とおりであります。２８年は何とかゼロにしたいということでやります。２６年時点でこの計画を

つくった段階では、組織機構は当時のグループ制のスタイルで現行の体制で行ったとしたらという

想定をしながら、ここの部分を見てきたわけでありますが、現状としてその後事務改善委員会等の

諮問答申等もありまして、現行の体制ではなく新たな１事業所として事業の運営を行うべきという



226 

ようなことで答申をいただいたわけでありまして、またそういうような形の中でしっかりとした運

営をしていく、そういう責務を感じたわけでありまして、今回、そういう中で新たに一般に事務職、

所長を置いた中で置くという形で進めさせていただくということでの提案をさせていただきます。

ですから、それに関わる分を一般会計から一般職員でありますから、繰出をさせていただくという

形の中で、今回予算措置をさせていただいたものであります。今年がそういう形でありますから、

基本的には２９年も３０年もそういう方式での計算にしていかなきゃなというふうに思っておりま

すので、タイミングをみながらこの内容の精査をしていきたいと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） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 確かにその焼酎事業の職員体制整備。それをするということは逆に言うと最終的目標は、町長こ

こに掲げられた３０年度には帳尻を合わせるような、少なくても直接については合わせるような、

そのためにいろんなことをやってきたわけなんです。でもそこに到達はしきれない最大の要因はど

こにあるのか。この認識はどのように持っておられます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの件でありますけれども、基本的には２８年度繰出金でのお話をさせていただきます。

歳入財産売払いがあるわけでございます。当初の計画よりはずっと増えております。２７年も２８

年もちょっと増えていますから、これも合わせて見直しをする時には、歳入も見直しをし、どこの

時点で収支のバランスがとれてくるか。これも精査をかけていかなければならないかというふうに

思っていますが、商売でありますから一定の方向性としてのとらまえ方はできますが、これ前後を

していくというのはやむを得ないという部分でありまして、そうならないような努力は精一杯にし

ていかなければというふうに思っていますが、出た数字が必ずしも計画どおりにいくということに

もならないかなという部分もありますんで、そこらについては全体の運営の中で御理解をいただけ

ればというふうに思います。ただ最大の努力は、惜しまないでやっていかなければということで我々

職員ともども頑張っていきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 町長の言わんとする気持ちは十分に伝わります。そのためには、今までやってきた事業の中身で

どこの部分にどれだけの経費が掛かって、どういうふうになったから、現実になるのかと把握をし

ないで努力をしていきますということにならないんですよ。２６年に計画を立てて２年間推移をし
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てきました。結果がこういう形になりました。この形の中に販売は順調に伸び、基本的には大体き

ました。だけども結果がこうなりました。努力はしました。理解はします。でもこうなった原因の

どこにあるのかをきちっと精査しなかったら、次の努力しようがないんですよ。再度その要因につ

いてお伺いしたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の関係でありますが、当然この見直しを進めていくにあたっては、今までの経過について

も分析をし、評価をしながら次の計画を立てていくということになりますが、基本的な要因の１つ

について繰出金の関係については職員体制を大きく変えたということが、この２８年度に繰出をし

ていくという大きな内容になっていることは事実でありますし、また先ほど申し上げましたように、

販売収入もおかげさまで少し伸びていると、これを現状に合わせて、さらに努力を重ねることによ

って一定の方向性が出てくるだろうというふうに思っております。全体的な大枠としては、そうい

うようなイメージで持っていきたい。より詳細の製造にあたっての仕入の部分だとかいろんなもの

がありますから、そこらについては改めて分析評価を入れながら、見直しに向けた作業を進めてい

きたいというふうに考えておりますので、御理解をいただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 本来は、計画を立てる前にそういうことがすべて終わってなければならないと思うわけでありま

す。そして同時に先の委員会の中でも言われていますが、この５カ年で間接的経費、ボイラー修理

とかが２８年、３０年ともに改修予定。蒸留改修は今年度の計画であったという形があるわけです。

これで委員会の中で、概算的には２億近い費用がかかるだろう。このことも一般会計からの持ち出

しをしないとならないんだろうと思いますが、特に例えばまち・ひと・しごと戦略の中で、いろん

な交付金関係が出てくるのか。あるいは努力しても不可能だとしても、これをやっていくとした時

にどういう規模の形でやっていくのか。いろんな論議があるんだろうなと思うんです。町長は、大

手チェーン等の販売やいろんな事が出てきている。こういう中には輸送経費やいろんなことが工場

にはかかってくるわけです。清里らしさ、清里にある特産品という焼酎は、清里で飲んでもらうの

が一番美味しいという、この本来の発想からいけば、逆に清里でしか飲めない、あるいは清里で飲

むとプラスアルファがあるだとか、こういういろんな形の取り組みの中でしていくことが、町長が

言う焼酎で利益をあげることが無いとするんだとすれば、他には売らない。清里に来て飲んでもら

う、それだけで良いんだという方法だって、もしかするとそんなに職員が躍起になって、すべての

交流経費からいろんな事業の職員総動員で莫大な労力を使って売る必要が無くて、逆に来た時にお

もてなしでやっていく、そういう逆の販売方法もある。清里の焼酎をなくすんじゃなくて極端な１

８０度の転換はできないでしょうが、そういう形の中で外部に向かって努力するだけでなくて、方

向転換の中、清里に合った利益を出すための焼酎でない商売の焼酎でない。清里に来て初めて飲ん
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でもらう、買ってもらう。どうしても欲しい人どうぞインターネットで注文ください。送料は購入

者持ちですよ。いろんな方法があるんじゃないですか。焼酎を知ってもらう、そしてその事によっ

て、産業として育っているわけじゃないですから、産業に育てるんであれば第３セクターやいろん

な形の中でもっともっとしていかないとならない。ぜひそういう考え方もあるんだ。こういうこと

を踏まえて前に進むだけじゃなくて、清里に合った、清里焼酎に合った相応しい姿で運営して欲し

い。 

来年の４月からの消費税導入があるかないか解らなくなりましたが、そんな中で価格改定をする

と言われているわけです。そういう形の中で価格改定にしても、何にしても、この計算や方法がき

ちっと提示をしてからでないとまずいですよ。後後にならないように。２８年にボイラー修理、蒸

留施設等の整備やあるいは現場で瓶詰にしている人方が、コルクになって大変な思い、瓶になって

大変な思い、飲み物ですから衛生的な問題、いろんなことがあって早期にやっていかないとならな

い問題。町民の多くは、一般会計からの人件費の２千万ちょっとで済んでいるんだろうなと思って

います。売れているのだから良いじゃないと思っている。でもこれから何ヶ年で、焼酎をつくり続

けるための設備投資をしていかないとならない。そして計画では、６０キロと表現があります。で

も販売に関しては、道新にも計画にも載っていますけども、３０年には７２キロの販売をしたいと。

こういう形でいくと、どこの基準に合わせて運営をしていくのか、規模にしていくのかというのも、

これ大切になっていく話です。本当にそこまでの規模としていくのか。あるいは現状の４０キロぐ

らいでこじんまりというか、価値のある昔幻の焼酎と言われた時代に回帰していくのか。焼酎を止

めれじゃないんです。私は将来にわたって続けるために、無理のないきちっと誰でもが納得できる、

おいしい焼酎を飲み続ける方法、このことのために前もって計画性を早急に提示して理解を得る努

力をしていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 焼酎の販売に関する件でありますけども、いろんなやり方があるかなというふうに思います。工

場規模がもう決まっておりますから、認可をいただいている１８０キロリットルまでは許可をいた

だいております。施設能力から言うとそれ以上はできませんので、その範疇までがうちが製造して

販売できる数量ということです。実際はいろんな種類を造っていますから、そこまでいきません。

種類を造るということは、それだけいろんなタンクが必要になってまいりますんで、実際には１２

０～１３０キロリットルまでが私としては限界だろうというふうに理解をしておりますから、これ

から努力をしてもその部分までが限界というふうに思っています。それ以上ということならば、設

備を増築するだとかそういう話になりますが、私は今の段階でそこをやるとかそういう話でなくて、

その範疇でどういう努力をしながら清里の特産としてしっかりと位置づけをしていけるかというこ

とになってくるだろうというふうに思っています。 

その中で外部に向かってどういう販売の仕方をしていく、また清里に来てもらってどういう販売

の仕方をしていく、清里らしさをどういうふうにその中で出していくかというのが一番重要になっ

てくるというふうに思っております。今ありますように、清里だけっていうプレミアム感をつける

というのも大事だと思っておりますんで、そこら辺も含めながら、本当に良いのかどうかというの
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もある。いろんな今までの販売のルーツがありますから、どういうふうに対応していくかという部

分も含めて、いろんな方法を検討していく必要があるだろうというふうに思っております。いずれ

にしても、この計画については、丁度中間に入ってきておりますし、これから３０年までというこ

とになるか、新たにまた５年間見直しをこの時期に入れて５年間とかという形の中で、整理をしな

がらいく必要があるだろうと。消費税率がいつなるかなんとも解らないんですが、ただ私は消費税

率がずれようともう２年経ちますから、少し方向性が見えてきてますんでここら辺で１回対応する

必要があるだろうと、価格の改正に向けて準備は進めていく必要があるというふうに私自身は思っ

ておりますんで、そういう部分含めてこれからいろいろ内部の検討を加え、そしてご協議を申し上

げていきたいなと。ただちょっと心配なのは今公会計の話が出てきてますんで、その中での数値の

やりとりがやっていけるかどうかというのがありますんで、そこら辺と３年後の公会計が出た時に

数値が合わなくなってくるっていう恐れもありますんで、そこらへんは最初からそこを見込みなが

らやるんだというようなことでいかなければ、公会計まで手をつけられないのかということなると、

それまた経営的な全体収支からも影響が出てくるんではないかなというふうに思ってますんで、そ

こを相談させていただきながら方向性を求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。 

そんなような中で努力をしながら、そして今ある施設の中での一定の枠組みがありますので、そ

ういう部分も踏まえながら町外に向かっての販売の方式それから町内での販売の方式、そして今新

しい施設の中で販売をしていこうとしておりますんで、そういう部分に対する対応についても慎重

に考えながら進めていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いたしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 町長の思いと焼酎が果たしてきた役割は理解します。ある程度焼酎の役割も私はこの辺が限界か

なと。ある意味ではこれ以上のピークでどんどんどんどん売ったからって、そのことが清里にどの

ぐらいの効果と環境になっていくのかなと。同時に、今のスタンスのままどういう形で町民の皆さ

まに理解のいただける、事後報告にならないように早急に町民の皆さんにこれから５カ年間こうい

う形で工場の設備投資をしていかないとなりません。そして同時に、一般会計からの繰り出しはこ

のようになってきます。そのことによる焼酎の販売がどういう形になっていくかと浮き沈みがある

かもしれません。こういう素直な気持ちでどういう形の１年間の生産量が正しいのか。今回設備投

資をするのが、６０キロに合わせた設備投資をするのか。町長がさっき言われた最大１８０キロの

免許がある。そういう中でいろんな酒類の中で、１２０キロぐらいまでの数字、そこまでの設備を

するのか。  

町長にお願いをしておきたいのは、焼酎だけに頼ってこの町の観光を支えることもできないと思

いますし、先ほど前中委員の中にあったこれからの子育ての問題で、２８年に思いきって予算執行

されたというふうに思っています。ＴＰＰ問題における農協の施設の導入、そしてこの総合戦略に

おける子育て支援の基金の切り崩し、組み換えによって事業展開をしていく、このことがきちっと

前へ進んでいかないとならない。そして、５年先もまたさらに５年後も続けていかないとならない。

そのための財源はいろんな形で捻出をしていかなきゃならない。そして新たに目に見えない計上を

しなければならない経費がきちっと町長の頭の中にはあるのは解ります。そういうものをやってい
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く中で、焼酎からの繰出しの２億、そして２千万、３千万。そしてそのまま順調にいけば良いかも

知らないけども、沈んだときのことまで考えた中での焼酎運営をお願いしたい、このように思いま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 将来における焼酎事業の経営の関係でありますが、基本的に先ほど申し上げました今ある施設と

いうのは、１８０キロの許可をいただいた施設であるということでありますから、それが将来的に

その形が良いのか、小さくすれば良いのか、大きくは容量的になりませんので、それについては販

売の動向だとか十分見極めながらどう押さえていくか、あとプレミアム感をどう付けていくだとか、

いろんなやり方がありますんで、またよく相談をさせていただきながら進めていきたい。私は売れ

ただけどんどんどんどん増築をしながら、さらに上をそういうことではないというふうに思ってい

ます。あくまでも町の特産として町のイメージアップのためにきちっとこれを押さえて進めていけ

ると、ただ量は余りにも少なくなってしまうとＰＲ効果という部分も含めてということなりますの

で、数量を保ちながらそういう努力をしていければという思いでおりますし、そしていろんなプレ

ミアム感の焼酎というのは、一つのアイテムだというふうに思っております。ですからいろんなも

のと組み合わせの中の焼酎の位置づけがかなり大きいと思いますけども、その中の１つであるとい

う意識の中で進めていきたいというふうに思っておりますので、これについても御理解いただけれ

ばと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

最後にしますけども、町長のその思いの中で焼酎のデザイン、銘柄、名前を変える時から同じス

タートだと思うのですが、主役は町民、焼酎も町民のもの。そういう町民の皆さんに本当に理解し

てもらえる。これすべての部分で理解してもらわないと駄目ですよ。焼酎の飲まない人もいるんで

す。だからそういう中で理解をしてもらえる。さっき言われた清里の特産品という焼酎に関しては

皆さん理解を持っている。だけども、前中議員の質問に入っちゃうと失礼にあたりますけども、給

食費をただにしてもらった方が良いよなっていう環境もあるかもしれない。限られた予算の中では

選択をしていかんとならない。でもゼロにすることはできない。本当に何回も言います。町民に理

解してもらえる数値、数字がどうであるのか。掛かるものはかかる。冷静にきちっと提示をして理

解を求めて、そして計画が修正せざるを得ない時は、素直に修正をしていく。この努力、これが一

番まちづくりの中で大切なこと、このように思います。私の質問を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 焼酎事業４０年経っているわけでありますが、この４０年間維持できたというのは、当然町民の

皆さんの御理解をいただくと言っていただいた中で、４０年を経過してきたわけであります。これ

からもそれが５０年、６０年と続いていけるようにいろんな中身に、大所高所加えながら進めてい

かなければというふうに思っておりますし、当然その中で町民の皆さんの御理解がなければ続いて

いかないわけでありますんで、しっかりと内容精査をさせていただき、相談すべきものは相談しな

がら、町民の皆さんの御理解のもとで少しでも前向きに進めて行けるというスタイルが出るように

我々も手いっぱい努力をしていきたいというふうに考えておりますので御理解を賜りたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 次ありませんか。休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時５１分 

再開 午後 ２時５８分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を開きます。引き続き総括質疑をします。はい、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 平成２８年度も予算が提出されまして、全体的には４９億すべてひっくるめると６５億という昨

年度、骨格予算ということなんで別ですけども、およそ１０億という上乗せ分がありまして最終日

の総括ということで私は改めて町長に対して清里町におけるエネルギー政策これ太陽光とかいろい

ろとありますけども、そのことについて町長に質問をしたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

今年度は保健センターに非常用ということで発電設備が７千７００万ほどかけて設備されますけ

ども、保健センターには平成２６年太陽光の設置を行っておりますけども、このわずか２年しか経

っていない中でのこの施策について関連性を町長にまずお伺いしたいというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町のエネルギー施策の一環ということであります。今ありましたように保健福祉総合センタ

ーに平成２６年に太陽光の設置をさせていただきました。そして２８年、今年は予算の計上であり

ますけれども、非常用電源ということでの予算計上させていただいたところでございます。基本的

に太陽光の発電につきましては日中だけの対応ということになってまいりますので、保健福祉総合

センター特に診療所と老健施設の電力を賄うというのはなかなか現状だけでは難しいということで

ありまして、基本的には本年度非常用電源という形で設置をさせていただいて、その整備ができた
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段階では今も表向きの登録は福祉避難所としての登録もさせていただいているんですが、現状とし

て電気の無いところに万が一止まった時にはなかなか難しいということもありまして、今般やはり

命を預かる。お年寄りの方が安心してあそこで暮らしていただくということであれば、逆に言った

ら今まで何でしてなかったのかというぐらいな思いであるわけでありますけど、今般少々金額かか

りますけれども、やはり安全安心のために設置をさせていただくという方向で整理をさせていただ

きます。御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 平成２６年にこの太陽光パネルが設置されるときに私がこういった介護施設ですから何かあった

ときには必ずこの太陽光パネルではだめだと。それで私その当時に発電機の方が良いではないかと

いう話をさせていただきました。ところが行政側が何かあった場合でも大丈夫だと。蓄電システム

を付けていないにもかかわらず大丈夫だという話をされておりました。 

また今回は非常時のための発電機っていうことで、何かわずか２年しか経っていないのにもかか

わらず、自分たちの行政側のそのときそのときの都合でこういった提案がなされてきたわけなんで

すけども、今回の発電機が提案をされるとしたならば２年前の太陽光パネルっては本当に必要だっ

たのかっていうふうに思うんですよ。売電目的で単なるやるだけでしたら何も保健センターの場所

でなくて良かったわけですよ。今それを踏まえた上で太陽光パネルというのは老健設備の中には本

当に必要なかったのではないかというふうに思っているんですけども町長の見解はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 老健施設における太陽光発電の件でありますけども、基本的にあそこの場所に設置をさせていた

だいて、今それを運用させていただいているわけでありますが、今の設備については、売電を目的

としてやっているということも事実であります。そして切りかえの装置をつければ、日中であれば

それを切りかえ、災害時利用が可能であるというふうに聞いているところでありますし、たしかそ

のように当時も説明をしているんでないかというふうに思っております。 

今回あそこへつける発電施設というのはあくまでも診療所の部分と老健の部分を賄える、一時的

にでも賄える施設と容量が相当大きくなければならないということもありまして、今般先ほど申し

上げましたように福祉避難施設としての視点を含めて、今回やっていくというような形で整理をさ

せていただいたものでありまして、当初の設置においても最初から全量をその部分で賄えるという

ことではなかったというようなことで計算がされているというふうに思いますので、そこらへんに

ついてはご理解を賜りたいというふうに思います。 

それで同時に、私もちょっと勉強不足で申しわけなかったんですが、平成２６年の年にこの議論

をした上で災害用の発電機の設置をこの老健施設に行いたいということでの実施設計を２６年に合

わせてやっているということで、２６年の太陽光発電の予算と同時にその議論をさせていただきな
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がら、災害用の発電機を老健施設につくるという議論をして今日に至っているということでもあり

ますので、よろしくご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君 

 

○５番（池下昇君） 

 今町長そういう説明でしたけど私の記憶の中では、確か２６年に設計委託料ということで太陽光

パネルと冷房設備の関係でたしか１５０万程度の予算であったと思います。当初から私は設置する

前から実はなぜ今まで発電機の設置がなかったのかって話もしたんですよ。もう保健センターがで

きまして、相当年数が経っておりますけども、それまでの間、非常時の電源が一切確保されていな

かったっていうのがこれ現実なんですよ。でそれを踏まえて町長先ほども２名の方の総括質疑の中

でもおっしゃっておりましたけども、我が町には保健センターそれから特養と２つのこういった介

護施設があります。その中において現在、特養施設の方には一切こういうふうな発電機はおろか太

陽光パネルも一切ありません。このへんはどういうふうに考えておられるのかお伺いしたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 老健施設についてはそういうようなことで施設運用が始まったのが、平成１２年介護保険施設の

制度のスタートと同時でありました。今日まで発電施設がなかったと。これはもう事実であります。

ですからいち早くやらなきゃならんということで、少し高額にはなっておりますけども、この機を

逃さずやっていきたい。安全安心のためという思いでございます。またそれに合わせて、特養施設

の方でありますけども、特養施設については少し小型のものですけども非常用で発電機を所有して

ございます。失礼いたしました。今までも老健は全く無いんでなくて、小さな発電機があったとい

うことでありますが、これでは全然それこそパソコンを動かす程度のものしかないと。要はちっち

ゃい発電機があったんだけども、そんなもんですから、現状としては施設全体を動かすということ

になれば、とてもそういう容量ではないということで、今回整備をさせていただくということであ

ります。それから特別養護老人ホームについては御指摘のとおりでありまして、この老健やるとき

に合わせて、特養側さんの方にも法人ですから、向こうは独立団体ですんで、考え方をお聞きして

おります。もうちょっと時間くれということでなっておりますので、それらの対応を期した中で必

要の段階では、また議会とも相談をさせていただくということで進めていければなというふうに思

っております。それから太陽光発電のときにも協議をさせていただきました特養さんとその時点で

は太陽光発電は考えていないということで回答をいただいておりますので、そのようにもご報告さ

せていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 特養の方でもう少し待ってくれという話らしいですけども、実は特養も保健センターも同じ似た

ような方が入所されているわけですよ。施設の介護とかそういったことに関してはまた別かもしれ

ないですけども、我町にとって一番怖いのは水害でも何でもなくやはり地震だと思うんです。そう

いった災害時にお互いの施設が、お互いの町民がいっぱい入っている施設が、かたや電源の確保は

できている。かたやできていない。それで１つは法人だから、もう少し待つとかそういったことで

はなくて、やはり町として恒久的に同じレベルの支援を行っていくのは、私は本来の姿ではないか

というふうには思うんですけどもその辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的には議員のおっしゃられる通りかなというふうに私も思っております。そういうようなこ

とで老健にこの非常用設備を入れるという段階に特養側にもお話をさせていただいてタイミングを

図っていただくということで進めてまいっております。今後だという話でありますから、また改め

て今後とはいつかということでまた話をできればなというふうに思っておりますし、今現在老健施

設にそれが入ると、今度福祉避難所としての指定を行いますし、もし特養側もそれを入れてくれれ

ば、福祉避難所としての指定も行っていきたいなという思いも持っているもんですから、きっちり

とそこらについては、私どもの考え方も伝えながら方向性を検討させていただければなというふう

に思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

私は、行政とは住民サービス株式会社でなければならないとそういうふうに考えている部分があ

るんですよ。サービスというのはある一定のところだけではなく、満遍なく同じレベルで物を考え、

同じレベルで住民サービスを行っていく。これが行政のあるべき姿ではないかなというふうに私は

捉えております。そういった観点に立って、今後も町長自らそういった施策に力を入れてやってい

ただきたいなというふうには思っております。 

続いて、今回子ども子育て基金ということで、全国各地で総合戦略。本当にこの５カ年どこの町

も総合戦略だらけになるんじゃないかなというぐらいの施策で始まるというのは、もう皆さんわか

っていると思うんですけども、この子育て基金に関して、まず、ふるさと創生積立金が１億町の積

み立てが１億。それとこれらの利子が８００万円。そして４カ所の施設の売電収入がおよそ４００

万円。財源的には２億１千２００万円ぐらいかなというふうに私は捉えておりましたけども、この

２億１千２００万円を運用して、第５次総合計画及び清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略を基

本とした施策を町長が後期５ヵ年の中で運用するとされております。これは子育て環境、それから

教育環境そのほかにもあるでしょう。町長に伺いたいと思うんですが、この売電収入およそ４００
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万円得るためにかかった４施設の工事金額が幾らになると思います。もしそちらで解れば答えてい

ただきたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今回の子ども子育て支援事業に対して、基金を創設してということでありまして、この基金の創

設にあたっては、従来のふるさと基金の一部取り崩し、それと太陽光発電によって得られる売電収

入。これらを持って約２億１千数１００万。これを原資にしながら今後５ヵ年間子ども子育て特別

対策を実施していくということであります。それで売電収入としては約年間４００万ぐらい、これ

は年によって太陽光ですから変わっていくかと思いますけども、おおむねそのあたりかなというふ

うに思っております。 

これとして建設にかかった費用については６千８４９万６千円と、これが今回の太陽光発電４カ

所分の設備費ということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の町長の方から６千８４９万っていう数字が出たんですが、私の記憶の中ではたしか３施設や

るときに、６千万円組みました。そのうちたしか５００万減額になったはずなんですよ、これ。た

しか５千５００万だったと私思っております。そしてプールのところは１千５００万。これは補助

金が出ないんですね。およそ７千万と。それで今回４００万円弱の売電収入がありますが、これは

町の契約が２０年であります。２０年だからといってイコール８千万ということにならないんです

よ。経年劣化していく上でこれ売電量がどんどん減ってくんですよね。一番言えるのはメンテナン

ス費用が一切入っておりません。最終的にこの事業をやめるときに、取り壊す費用が一切入ってお

りません。すべてひっくるめると１億近い金額がかかるんですよ。 

子育て基金に関してはこの５年間の計画ということではなく常にこの後も売電収入がいろいろな

ことに使われていくと思われますが、やはりこういったことを考えると２０年の売電収入６千万か

ら７千万で経費のことを考えますと、年間３００万から４００万の利益を得るために先行投資とい

う形でやっていくのは何億もかけてやるということに関してはいかがなもんかなと。そうではなく

て毎年のように３００万から４００万を一般会計から組み入れた方が私はスマートじゃないかなと

いうふうに思いますけども、その辺町長はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 再生可能エネルギーの件については、国においても地球温暖化防止対策、それと今回の原発事故
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に伴う、そういう背景の中から買い取り制度を求めて強力に推進してきたという背景がございます。

ということはみんなでエネルギーを分かち合おうということになっているわけでありまして、そう

いう意味の部分を少しはくみ取りながら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、

今御指摘をいただきましたように、太陽光発電２０年経ったから、そこで無くなってしまうわけで

はありません。パネルが活きてればまだ少しずつは続いていくと思います。表の上では一応２０年

計算ということですることにはなっていますけども、今の機械器具類多分もう少し持つだろうと思

っております。場合によっては調子が悪くて２０年持たないというのもあるのかもしれませんが、

全面的なものではなくて部分的なもんだろうというふうに思っておりますので、そういう部分を含

めながらもやっぱりこの再生可能エネルギーをどういうふうに導入して、そこから出てきたその売

電の収入、これ前回この施設をやるときに委員会等で議論をいただいたんだろうと思いますが、基

本的には１０数年で一応いろんな部分のメンテも入れて収支が合うんだという話だったと思ってお

ります。ですから、その部分も含めながらやっていかなきゃなりませんし、当然これをやることに

よって、今言ったような相乗的な効果も合わせてあるという部分も含めて考えていく必要があると。

あくまでもその収支のバランスだけでということでなく、これは収支のバランスで残りを使うとい

うことでなくて、売ったお金そのものを使わせてもらいますよというやり方で今回はやらしていた

だいたということでありますんで、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

それから仮に２０年後に契約としては２０年間の固定買い取り制度の中でやらさせていただきま

すから、２０年後にもう更新されないということになったら、それは自家消費で使っていくことに

なりますから、普通の電気をよそからもってくるんでなくて、自分で使っていくということになり

ますから、どれだけ電気料の節約になったかということでは計算は成り立つというふうに思ってい

る次第でもあります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 こういった再生エネルギーというのは地球環境的には、すごく私も良いなというふうに思います。

ただこの再生エネルギーに関して最近政府の方も考え方は変わっているらしくて、原発に依存する

という部分が多くなってきて、北電もそうですけども、この売電価格がどんどん落ちている。それ

と同時に申請を受け付けないという、特に個人ではなくて、大きな売電量を生むメガソーラー等に

関しては特にそういうふうな傾向にあるというふうに、最近認識をしておりますけども、２０年経

ったら自分たちで使える。それは当然です。しかしその２０年経つ前に、必ずメンテナンス費用は

かかります。その辺も十分町長わかると思いますけども、踏まえてやっていただきたいと思います。 

現在４施設の売電ということなんですけども、今回緑ダムの小水力に関して１市４町道営事業に

なりますけども、私の記憶だと１０億ぐらいの予定価格ではないかなと思っておりますけれども、

この自然再生エネルギーに関して当初の計画でありました１７カ所の太陽光及び小水力をやると言

っていた計画はどうなったのか。またコンサルまでかけて行われた事業の見直しは、今後どのよう

に考えておられるのか。お伺いしたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの太陽光発電の関係であります。また町の方では平成２５年に再生可能エネルギー導入

計画というのを立ててございます。基本的にはこの計画に基づいて進めていこうということで手始

めに先ほど申し上げました４施設について２６年に実施をさせていただいたわけでありました。そ

れの売電収入をもって子ども子育て施策に財源としていくということとしたわけでありますが、基

本的にはそれに続いて計画どおりに進めていきたいというふうに思っていたわけでありますが、今、

議員の方からありましたように、ある一定の容量、今回もそうだったですが、プールと同じように

出力抑制という装置を電力会社が取れることになってしまったと。要は買いませんよと。私の気に

入ったものでないと買いませんよと、こういうふうになってしまったということで、これが仮に１，

０００何ぼつくっても売れないということになれば、また話が変わってくるもんですから、今ちょ

っと見合わせているというような状況であると。完全に諦めたということではありませんけども、

このネックを何とか解消しないことには前へ一歩踏み出すのがちょっと厳しいかなというふうに思

っておりますので、今そこら辺の状況を眺めているということでございます。そんなようなことで

ちょっと計画通りに進んでいないというのが実態のとおりであります。 

それから緑ダムの関係でありますが、これについては１市４町での協議会でやっていきましょう

ということになります。そして尚且つ道営事業でということで、道営事業になりますと道の方で２

５％自力で見てもらいますし、もともと国の事業を使うとしておりますので、５割は、国からの補

助金、あと２５％は道の補助金、残り２５％を１市４町の中のもともと管内の水利施設の協議会で

すから、それの負担割合というのは決まっておりますので、それをもって負担をいたしましょうと

いうことで進めているわけでありまして、行政報告でも申し上げましたように、１月の１８日に道

の方から道営事業で実施することについての返答をいただいたということでありますので、今年以

降具体的に調査設計を入れて地区採択をもらってということで進めていくという段階になってきて

おりますので、具体的な設計の使用等が決まった段階ではまたご協議を申し上げたいというふうに

思っておりますが、道の方に施行申請を出した段階では、約１０億という数字に相なっているとい

うことであります。ただこれもいろんな条件がありまして、送電線網を札弦まで引っ張ってきてと

いう話でありますから、そこら辺の送電線網、今で言えば北電さんにかわって送電線をこの１市４

町の協議会が引くようなことになりまして、最終的にそれで良いのかというのをやはり我々として

もちょっと疑問に感じるところがありますから、今あるやつに何とか強化をして、線だけ太くでき

れば良いんであって、電柱全部入れかえになっていますから。そこら辺もこれから十分に協議して

いく余地があるだろうというふうに思っておりますので、その点についてもご理解をいただきたい

というふうに思います。 

また何回も申し上げて失礼でありますけども、先ほど申し上げましたように一定期間送電が中止

されるということでの抑制措置が電力会社側にある間はそういう条件ではなかなか現状は厳しいか

なというのは、今の実態であるということを申し上げたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 町側も常に計画を立てた中で推進をされていると思いますけども、先ほど町長もおっしゃってい

ましたけども、決して計画を中止したわけではないという話でありますけども、どうも私たち町民

目線から見ますと、その時その時の思いつきで提案されているんではないかという節が多少見られ

ますのでそのへんを踏まえていろいろと頑張ってやっていただきたいというふうには思うんですけ

ども。やはり今、情報化社会ですので町長もいろんな施策を推し進めていく中で、いろんなことを

広報等に載せてきていました。私も広報は全部とっていますけども、見たらいろんなこと載ってお

ります。メガソーラーから始まって太陽光からいろんなこと出ています。それで１７カ所あったう

ちに、４カ所やったわけですけども、あと１０カ所以上が計画は中止ではないというふうには、お

っしゃっていますけども、頓挫しているのであれば、やはりここは町民に対して情報をしっかりと

伝えていくっていうのが、私は町長としての使命ではないかなというふうに思いますので、その辺

周知徹底してやっていただきたいというふうに思います。 

これで私総括の最後の質問とさせていただきますけどもやはりいろんな事業に関して無駄遣いの

ないように今後もやっていただきたいというふうに思いますんで、よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今回の再生可能エネルギー、今申しあげましたように、一部中止をしているという実情もありま

す。ただ今回の再生可能エネルギー計画そのものは、太陽光だけでなくていろんなものも入ってお

りますから、そういうやつについては一定のスピード感を持ってやるものはやっていく、札弦にお

いても地中熱を使いましたし、今回やっているのも地中熱。新年度で補助申請をやろうということ

で考えていますし、また実施設計にこれから入っていきますが、ケアハウスについても温泉と地中

熱、両方いけないかどうかこれから具体的に進めていきたい。可能であれば揚湯試験っていうのか、

ああいう部分も含めて新年の中でまた支援策がありますから、そういうのも求めながらやっていき

たいなと思っておりますので、出来るものについてはきちんとやっていきたい。 

ただ今委員の方から御指摘ありましたように情報として町民の皆さんにそういう部分があるなら

ば丁寧に説明をし、周知をかけたらどうかと。そのとおりだと思いますんで、それに我々としても

気を配りながら進めていきますので、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） 

 他ありませんか。以上で議案第２３号平成２８年度清里町一般会計予算から議案第２９号、平成

２８年度、清里を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します。ここで暫

時休憩いたします。 

 

休憩  午後 ３時３３分 

                             再開  午後 ３時３８分 
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●日程第３  議案第１１号 

○議長（田中 誠君） 

 会議を再開いたします。 

日程第３ 議案第１１号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を改

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（田中 誠君） 

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（田中 誠君） 

起立全員です。従って、議案第１１号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条

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２３号 

○議長（田中 誠君） 

日程第４ 議案第２３号 平成２８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（田中 誠君） 

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（田中 誠君） 

起立全員です。従って、議案第２３号 平成２８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５  議案第２４号 

○議長（田中 誠君） 

日程第５ 議案第２４号 平成２８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（田中 誠君） 

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。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って、議案第２４号 平成２８年度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６ 議案第２５号 

○議長（田中 誠君） 

日程第６ 議案第２５号 平成２８年度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（田中 誠君） 

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（田中 誠君） 

起立全員です。従って、議案第２５号 平成２８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７  議案第２６号 

○議長（田中 誠君） 

日程第７ 議案第２６号 平成２８年度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（田中 誠君） 

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（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第２６号 平成２８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８  議案第２７号 

○議長（田中 誠君） 

日程第８ 議案第２７号 平成２８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（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 
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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（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第２７号 平成２８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９  議案第２８号 

○議長（田中 誠君） 

日程第９ 議案第２８号 平成２８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） 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第２８号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第２８号 平成２８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１０  議案第２９号 

○議長（田中 誠君） 

日程第１０ 議案第２９号 平成２８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。 

(「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２９号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第２９号 平成２８年度清里町焼酎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  会議案第１号 

○議長（田中 誠君） 

日程第１１ 会議案第１号 清里町議会会議規則の一部を改正する規則を議題とします。本件に

ついて提出者の説明を求めます。議会運営委員長池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 ただいま提案になりました会議案第１号 清里町議会会議規則の一部改正について。提案の趣旨

説明を申し上げます。 

今回標準町村議会会議規則が改正された改正されたことに伴い、当町議会の関係規則の一部を改

正するものであります。議会における欠席届けの取り扱いについて、昨今の社会情勢を勘案し、将

来的に出産のための欠席届の届け出が出された場合に備え、あらかじめその取り扱いについて規定

するものでございます。具体的な内容についてはお配りしております新旧対象表のとおり、第二条

に議員が出産のために出席できない場合は、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出するこ

とができるとする一項を加えるものです。 

なお施行期日につきましては、平成２８年４月１日となっています。よろしくご審議を賜ります

ようお願いいたします 

 

○議長（田中 誠君） 

 これから質疑を行います。 

(「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（田中 誠君） 

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） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。したがって会議案第１号清里町議会会議規則一部を改正する規則は原案のとおり

可決されました。 

 

 

●日程第１２  意見案第１号 

○議長（田中 誠君） 

日程第１２ 意見案第１号 給付型奨学金制度の導入拡充と教育費負担の軽減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。総務文教常任委員長 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１号を説明します。 

意見案第１号 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、意見を提出する

ものとする。平成２８年３月１６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、記以下の内容を説明します。 
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１つ速やかに大学等において国の給付型奨学金制度を導入することと共に高校を含めて拡充す

ること。２つ対応型奨学金は無利子とし延滞金は廃止すること。廃止までの間、返済金は、元金利

息延滞金の順に充当すると共に所得に応じた無理のない返済制度を確立すること。３つ大学等の学

費の引き下げや授業料減免の拡充を実行すること。 

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。 

(「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（田中 誠君） 

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） 

○議長（田中 誠） 

起立全員です。したがって意見案第１号、給付型奨学金制度の導入拡充、教育費負担の軽減を求

め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（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する

ことに決定しました。 

 

●閉会宣言 

○議長（田中 誠君） 

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２８年第１回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

（午後3時５１分閉会） 

 

 

 


