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平成２８年第３回清里町議会定例会会議録（９月１２日） 

 

平成２８年第３回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  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 主 幹   梅 村  百合子 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 

    産 業 建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

    焼 酎 醸 造 所 長   二 瓶  正 規 

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

    生 涯 学 習 課 長   伊 藤  浩 幸 

    農業委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局   梅 村  百合子 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   小 貫  信 宏 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

報告第 ２号 平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

同意第 ２号 清里町教育委員会委員の任命について 

  同意第 ３号 清里町教育委員会委員の任命について 

  承認第 ８号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第２号）専決処分承認について 

  承認第 ９号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第３号）専決処分承認について 

  一般質問   （２名２件） 

  議案第３８号 清里町農業委員会委員定数条例の制定 

  議案第３９号 網走地方教育研修センター組合規約の一部を変更する規約 

  議案第４０号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第４号） 

  議案第４１号 平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４２号 平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第４３号 平成２８年度清里町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４４号 平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４５号 平成２８年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４６号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４７号 自治体セキュリティ強化対策インターネット機器購入契約の締結 

について 

   議案第４８号 緑スキー場圧雪車購入契約の締結について 

   認定第 １号 平成２７年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ２号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ３号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 

   認定第 ４号 平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ５号 平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ６号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て 

   認定第 ７号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について 
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開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成２８年第３回清里町議会定例会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（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７番 加藤健次君、１

番 伊藤忠之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） 

 本定例会は決算認定が提出された議会であり、一般質問、決算審査、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９月１６日までの５日間とすることが適当と思いま

す。 

 以上が、議会運営委員会の結果であります。 

 

○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９月１６日までの５日間としたいと思い

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、会期は本日から９月１６日までの５日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（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、６点についてご報告申し上げます。 

 大きな１点目、議員の派遣状況及び会議・行事等への出席報告についてであります。 
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（１）６月３０日、小清水町において、斜里郡3町・議長・副議長会議を開催しております。

田中議長・村島副議長が出席し、3町の共通する課題等について協議及び情報交換と昨年４月

に開設しました特別養護老人ホーム愛寿苑を視察しております。（２）7月５日、札幌市にお

いて、北海道町村議会議員研修会に全議員が参加し、記載の内容にて講演を受けており、広く

研鑽を深めてきたところでございます。（３）７月2９日、東京都においてオホーツク圏活性

化期成会夏季要望が行われ、田中議長が総務班として参加しております。地元選出国会議員及

び総務省をはじめとした関係省庁に対し記載事項についての要望を行いました。２ページにな

ります。（４）一部事務組合の会議等についてであります。記載の会議に関係議員が出席して

おります。（５）その他会議・行事等について、記載の会議・行事に正副議長を初め、各議員

が出席いたしております。３ページになります。 

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

会議が開催されております。 

 ３点目、視察来町について。記載のとおり、石巻市議会より視察来町がありました。視察内

容は、花と緑と交流のまちづくり事業についてであります。概要説明後、町内施設等を視察し

ております。議会より議長が、町からは関係職員等の出席説明をいただき対応しておりますの

でご報告申し上げます。４ページになります。 

4点目、平成２７年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告について、５ペ

ージの議長宛文書のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、別冊の報告

書の提出がありましたので、ご報告申し上げます。 

 ５点目、例月現金出納検査の結果について。平成２８年 6 月分、７月分、８月分について、

６ページから８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。 

 ６点目、平成２８年第３回清里町議会定例会説明員等の報告について。９ページのとおりと

なっておりますので、ご参照ください。 

 以上で、議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（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たいと存じます。 

まず、大きな１の主要事業の報告でございます。１点目の集中豪雨及び台風災害に係る対応

についてでありますが、記載の前線や台風の通過、上陸により記録的な暴風雨に見舞われ、甚

大な災害が発生いたしております。特に、８月１５日以降の台風による暴風雨により、住宅地

への浸水や道路・農用地の決壊、農作物の流出冠水など甚大な被害を受けており、また、１７

日夜半から１８日未明にかけては、猛烈な強風により各所において、農業施設並びに樹木の倒

木等の被害を受けております。町においては、気象警報の発令に合わせ、その都度災害対策本
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部並びに情報連絡室を設置し対応にあたって来たところでありまして、台風７号、９号、１１

号に係る災害への緊急対応については、議会との連携のもと専決処分により措置させて頂いて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。参考までに、この８月における降雨量でありま

すが、上斜里地区の観測点では４６６ｍｍ、札弦の観測点では３７２ｍｍ、緑の観測点では３

７０ｍｍとなっており、年平均値１８０ｍｍの２倍半以上にも達しております。風速は、１７

日の午後８時～１１時にかけて最も強く、上斜里観測点で午後９時に最大瞬間風速３１．２ｍ、

札弦観測点で午後８時に１９．８ｍ、緑観測点で午後９時に２５．８ｍとなっております。 

次に２点目の特旨叙位授章についてでありますが、元清里町議会議長故牧野民夫氏に対し、

６月２５日付けを持って、正六位が奉綬されましたので、謹んでご報告を申し上げます。 

次に３点目の日本で最も美しい村連合加盟申請に係る現地調査についてであります。日本で

最も美しい村連合への加盟申請につきましては、既に、本年度の加盟に向けて申請書を提出致

しておりますが、去る７月１１日・１２日の両日にわたり、記載の審査委員会委員２名により

現地調査が行われております。現地調査では、防風林に囲まれた広大な田園風景、花と緑の景

観資源、地域資源を生かした循環型農業の展開、自然環境がつくりだす豊かな水資源、花と緑

と交流のまちづくり事業の展開や食の取組みなどを中心に調査が行われ、更に、様々な分野で

活躍されている組織や団体の方との懇談により、それぞれの活動内容や考え方、そして首長ヒ

ヤリングでは、町づくりの方針や住民活動の展開などについて聞き取り調査が行われたもので

あります。これらの調査の結果、最終的には１０月開催の臨時総会にて加盟の可否が決定され

ることとなっております。 

次に４点目の北海道横断自動車道、北見・網走間建設促進期成会夏季要望についてでありま

すが、７月の２７日・２８日の両日にかけ、記載の要望先に対し、期成会構成の各首長及び議

長により、整備の促進と予算の確保について要請活動を実施いたしております。 

次に５点目のオホーツク圏活性化期成会夏季要望についてでありますが、７月２９日、管内

首長及び議長において、全体８班編成で、それぞれ関係省庁及び大臣に対し要望活動を行った

ものであります。私は農林水産１班として、美幌町長と津別町、大空・訓子府町議会議長とと

もに、武部衆議院議員と農林水産省に対し、記載の８項目について要望活動を行っております。 

次に２頁、６点目の清里高等学校の学級数増設に係る要望についてでありますが、清里高校

は、平成２０年度から今年度まで公立高校の配置計画により１学級４０名になっておりますが、

今年度、平成２８年度は小清水高校が募集停止になったことや清里高校の教育支援環境などか

ら、前年度比２４名増の３６名が入学いたしております。つきましては、こうした背景を踏ま

え平成２９年度の入学希望者数を事前に調査致しましたところ、４０名を超える入学希望者が

いることが判明いたしましたので、入学希望者が地元高校に入学できるためには、２学級の確

保が必要となりますので、記載の日程により北海道教育委員会に対し、町議会議長、教育委員

長、教育長、町長において、清里高校における平成２９年度以降の学級数の増設見直しを要望

したところであります。なお、要望の結果でありますが、北海道教育庁より、平成２９年度か

ら平成３１年度の公立高校の配置計画において清里高校の学級数を１学級増設し、２学級とす

ることで計画を見直すとの連絡を頂いたところであり、既に新聞で報道されたところでもあり

ます。 

次に７点目の阿寒国立公園の区域変更についてであります。阿寒国立公園の名称変更の要請

については、６月定例議会の町長一般行政報告で申し上げておりましたが、その後、環境省よ
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り摩周湖周辺の区域に神の子池を含めることについて打診がありましたので、これを機に、神

の子池の環境保全や観光資源としての知名度の向上の観点から、８月８日に区域の変更につい

て環境大臣（釧路自然環境事務所）に要望書を提出致しております。 

次に８点目のＪＲ北海道、鉄道路線維持要請についてでありますが、ＪＲ北海道が、鉄道事

業の抜本見直しを打ち出したことを受け、オホーツク圏活性化期成会及び議長会において、記

載の日程、項目により、公共交通網としての鉄道の重要性とその存続をＪＲ北海道本社、北海

道知事、北海道議会に対し要請活動を行ったものであります。 

次に９点目の軽費老人ホーム（ケアハウス）の整備要望についてでありますが、平成２９年

度において本施設を整備致したく、北海道に対し施設整備計画書を提出致しましたので、記載

の日程及び関係部局に対し整備事業の推進について町議会議長、町長において要請活動をおこ

なったものであります。 

次に１０点目の防災・減災対策への支援に関する協定書の締結についてでありますが、本件

につきましては、陸上自衛隊美幌駐屯地並び自衛隊帯広地方協力本部と隊区内２市８町との防

災・減災対策に対する支援協定でありまして、隊区内の２市８町が行う地域住民や自治体職員

を対象に実施する防災・減災対策を目的とした訓練、研修会、講話などへの支援に対する協定

を締結したものであります。 

協定の期間は、協定締結者のいずれからも協定を解消する旨の申し出がない場合は、以降継

続となるものでありまして、８月２８日に陸上自衛隊美幌駐屯地において協定書を締結致して

おります。 

次に、３頁、１１点目の緑町小学校の閉校・統合について（要望に対する回答）であります

が、去る６月１６日に、提出を頂いておりました緑町小学校に係る閉校・統合要望につきまし

ては、教育委員会に於ける検討・協議の経過と、地元自治会、ＰＴＡ等の意向を十分に参酌の

上、町としての方針を決定しましたので、９月６日に緑自治会長、緑町小学校ＰＴＡ正副会長

並びに緑町小学校校長に対して、平成２９年度末で緑町小学校を閉校し、閉校後は清里小学校

に統合することとし、合せて、閉校・統合に向けた準備を進めて行くことを文書により回答い

たしております。 

次に、１２点目のＪＲ釧網本線の運行状況についてでありますが、９月８日にＪＲ北海道、

知床斜里駅長より、釧網線の運行状況について説明がありましたので、ご報告申し上げます。 

ご案内の様に、ＪＲ釧網線は、台風などの大雨の影響により塘路・茅沼間が冠水状態に、鱒

浦・網走間が土砂崩れにより８月２０日以降、運行が停止されておりましたが、鱒浦・網走間

は２５日までに復旧工事が完了し、翌２６日より網走・知床斜里駅まで、一日３便体制での運

行が再開されたところであります。 

一方、塘路・茅沼間はいまだに冠水状態にあり、運行再開の見通しは立っていないとのこと

であります。 

したがって、緑・札弦・清里からは、網走・知床斜里駅間を１日３便体制で運行されている

列車に乗車出来るように知床斜里駅まで、そして、知床斜里駅から清里高校までを代替バスに

て運行しているとのことでありますので、釧網線の一日も早い運行再開と、網走・緑間での運

行を強く要請致した次第であります。 

次に、大きなⅡの主要事業の執行状況についてであります。 

１点目の議決工事の進捗状況についてであります。 
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平成２８年度の９月１日現在の工事進捗状況でありますが、清里町清掃センター長寿命化改

修工事（焼却施設）につきましては、記載の工期・工事内容により実施されておりまして、機

器類の工場制作中であり、進捗割合では１６％となっております。 

次の保健福祉総合センター発電機設置工事につきましても、記載の工期・工事内容により実

施しておりまして、現在は基礎の施工と格納庫及び発電機の工場制作中であり、進捗割合では

１５％となっております。 

次の２１号橋補修工事につきましても、記載の工期・工事内容により実施されておりまして、

橋梁の伸縮継手工及び地覆補修工の施工中であり、進捗割合では２０％となっております。 

次に２点目の農作物の生育状況についてであります。 

別紙によりご説明申し上げますので、最終６頁をお開き下さい。 

９月１日現在の農作物生育状況についてでありますが、農業改良普及センターより報告を頂

きましたので、ご説明を申し上げます。 

まず、７月以降８月末日までの気象の推移でありますが、７月は日照時間は平年並みであり

ましたが、気温は７月中旬以降、やや低く経過致しております。 

８月の１日には前線が通過し、１５日以降は台風による記録的な暴風雨に見舞われ、８月は

平年の約２倍半を超える降雨量なっておりますが、気温は高めに推移致しております。 

それでは、作物ごとに生育状況をご説明申し上げます。 

秋まき小麦（きたほなみ）並びに春まき小麦（春よ恋）でありますが、いずれも収穫作業が

終了しており、秋蒔き小麦は遡源で１１．７俵で、昨年・一昨年に次ぐ３番目の収量とのこと

であります。 

春まき小麦は遡源で８．７７俵とのことであり、昨年に次ぐ収量となっております。 

馬鈴しょ（コナフブキ）は、上いも数で平年値を上回っており生育の遅速では２日早くなっ

ておりますが、ライマン価は若干低いとのことであります。 

また、滞水圃場での腐敗が心配されるところであります。 

てん菜（パピリカ）でありますが、根周は平年値を上回っており、生育の遅速では３日早く

なっております。 

滞水圃場での湿害の影響が心配されるところであります。 

大豆（とよみずき）でありますが、着莢数は平年並みでありますが、莢の実入りが悪く、ま

た、肥大も遅れており、生育の遅速で３日遅れとなっております。 

小豆（サホロショウズ）でありますが、着莢数は平年を上回っておりますが、莢の伸長と肥

大が遅れており、生育の遅速で３日遅れとなっております。 

サイレージ用トウモロコシでありますが、生育は平年並みであり乳熟期となっておりますが、

一部ほ場では、台風の影響により倒伏が生じております。 

牧草（チモシー）でありますが、生育は平年並みとのことでありますが、８月の降雨により

２番草の収穫作業が大幅に遅れております。 

以上、農作物の生育状況についてご説明をさせて頂きました。 

次に、大きなⅢの主な会議、行事等の報告についてであります。 

４頁にお戻りください。 

平成２８年度第１回、総合教育会議でありますが、７月１日、役場３階各種委員会室にて開

催がされました。 
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先に要望を頂いておりました緑町小学校の閉校及び清里小学校への統合に係る要望と清里高

校の間口対策についてご審議を頂いたものであります。 

次に、斜里岳山開きについてでありますが、７月２日、斜里岳、清岳荘前にて行われ、登山

客及び山岳関係者約８０名の参加を頂き、夏山登山の山開きと安全祈願祭が執り行われたもの

であります。 

次に、きよさと情報交流施設「きよ～る」落成式でありますが、７月２日、改築された、き

よさと情報交流施設「きよ～る」において、高橋北海道議会議員を始め、多くの関係機関・団

体の皆さんのご臨席を頂き、改装オープンを記念し、式典を行ったものでありまして、地域情

報の発信や交流、活性化の拠点施設として町民の皆さんを始め、旅行者の皆さんの利活用を、

大いに期待をするものであります。 

次に、清里町戦没者追悼式についてでありますが、７月１６日、町民会館で開催されており

ます。ご遺族、ご来賓並びに関係の方々のご臨席を頂く中、献花方式により戦没者８１柱の御

霊に対し、御霊がとこしなえに靖からんことと、平和への誓いをお祈りした次第であります。 

次に町内施設見学についてですが、７月２３日町内の観光関連施設であります、オートキャ

ンプ場、焼酎醸造所、きよさと情報交流施設（きよ～る）にて施設見学が行われ、参加を頂い

た１４名の皆さんに清里町の観光の現状と取組み、施設概要について説明をさせて頂いており

ます。 

次に５頁、ふれあい広場２０１６きよさとでありますが、７月２４日、保健福祉総合センタ

ー前庭と施設内にて開催されております。 

当日は天候にも恵まれ、町内外５０団体の協賛と、多くのボランティアの皆さんの協力のも

と、1,100名を超える多くの皆さんの参加を頂き、障害を持たれた方や高齢者の皆さんとの交

流を通じ、障害者に対する理解と社会参加を促進し、ノーマライゼーションの普及啓発が図ら

れたところであります。 

尚、当日は、北海道共同募金会より社会福祉協議会に車椅子対応の福祉車両の贈呈を頂いて

おります。 

次に、北見清里会についてであります。 

7月30日、北見市ニューむつみ会館にて行われております。 

清里町からは、私と職員2名で参加を致しております。 

北見清里会からは、二俣会長他22名の参加でありまして、交流会の席におきまして、清里

町の現状や町政の状況などについて報告させて頂き、交流・懇談を深め盛会のうちに終了を致

しております。 

次に、清里消防団防災訓練についてでありますが、8月28日、緑ヶ丘公園で実施されてお

ります。 

当日は、台風一過の雨交じりの中での訓練となりましたが、町内外より大勢の皆さんのご臨

席のもと、消防団本部、各分団より団員66名の出動と、各自治会、職域・職場、そして幼年

消防クラブのやまと幼稚園の園児の皆さんの参加により、団員による非常招集訓練、広報訓練

の他、風水害対応訓練として、水防、救出訓練が行われ、署員による高所救出訓練が披露され

ております。 

また、町民の皆さんには、非常食の炊き出し、応急手当講習の体験と、排水ポンプの初動訓

練を行って頂き、やまと幼稚園の子供達による放水体験が所定通り行われ、無事に全行程を終
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了し閉会したところであります。 

次に、第37回、ふるさと産業祭りについてであります。 

９月3日・４日の２日間にわたり、清里市街及びモトエカ広場にて開催がされております。 

３日の午後６時半からは、ふるさと産業祭りの前夜祭行事として「ジャガイモ踊り」が行わ

れ、町内外より２１団体、４５０名の参加を頂き盛会に開催されました。 

また、ジャガイモ踊りの終了後には、恒例の花火大会とビアパーティーが、開催されており

まして、こちらも、多くの皆さんの参加を頂き盛会のうちに終了したところであります。 

４日の、ふるさと産業祭りの本番は天候にも恵まれ、連合青年団による「龍神太鼓」の演奏

をオープニングに、続いて、明治大学のダンスサークルとご当地ゆるキャラの「きよっぴー」

そして「ゆいま～る」の皆さんによるステージ共演、昼からはＨＢＣラジオの公開録音による、

歌謡ショー、そして、最後に特産品等が当たるお楽しみ抽選会が行われ、全ての行事を実施す

ることが出来ました。 

また、会場内では、各種特産品の販売コーナー、澱粉団子や手打ちそばなどの飲食コーナー、

コンバインの試乗体験、そして子供広場など、町内外より多くの出店を頂き、盛会に開催され

たところでありまして、実行委員会はもとより、後援・協賛・協力を頂きました関係の皆さん

に対し、改めて感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 

尚、当日の来場者は約7,500人と推計されております。 

以上申し上げ、町長の一般行政報告と致します。 

 

○議長（田中誠君） 

これから質疑を行います。      

（「質疑なし」との声） 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、町長一般行政報告を終わらせていただきます。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

  日程第４ 教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな１、主要事業報告であります。１点目、第５３回北海道市町村教育委員研修会につい

て。７月７日、札幌市において北海道市町村教育委員会連合会の主催で開催され①に記載のと

おり道内で長年教育委員を務められた方への功労者表彰、②のとおり平成２９年度国の文教施

策に対する要望事項の報告、③のとおり連合会としての平成２８年度教育施策の推進について

決議がなされた後、北海道教育委員会委員 鶴羽佳子氏による講話、文部科学省からの行政説

明、各地域からの事例発表によるフォーラムが行われ、教育委員としての研鑽を深めてまいり

ました。２点目、教育委員行政視察について。本町教育の懸案事項等について調査、研究を行

うため１点目で申し上げました全道研修会の参加に合わせて、前日の７月６日空知管内由仁町

への視察研修を実施いたしました。視察の内容は、学力体力の向上、英語教育の推進、通学合
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宿、土曜学習などの先進的な取り組みについて研修をしてまいりました。２ページに参りまし

て３点目、平成２８年度オホーツク管内教育委員会協議会総会について。７月１１日網走市で

開催されました。付議案件は、平成２８年度事業及び決算報告の承認並びに平成２８年度事業

計画及び予算の決定役員の改選が行われました。４点目、平成２８年度網走ブロック市町村教

育委員会協議会総会研修会について。７月１３日網走ブロック１市４町網走市、大空町、斜里

町、小清水町、清里町の教育委員で組織する協議会の総会並びに研修会が本年度、清里町、当

番で開催され記載のとおり付議案件の審議、決定がされ研修会においてはオホーツク教育局義

務教育指導官により講話をいただき研鑽を深めたところでございます。 

続いて大きな２、主な会議行事等の報告であります。１点目、夏休み学習サポート教室につ

いて。例年実施されております教室が７月２５日から８月４日までの間に清里小学校、清里中

学校、清里高校において、それぞれ３日間開催され、町内各学校の教員はじめ、教員経験者や

現役大学生のボランティアの協力のもと小中高生合わせて１４８名。特に今回は中学生の参加

が増えまして、昨年に比べて全体で約１．５倍の５９名の生徒が参加のもと開催されました。

なお、小学生につきましては、光岳、緑町両小学校の児童についてもバスによる送迎により参

加をしています。３ページに参りまして２点目アンサンブルグループ奏楽、清里小学校金管バ

ンド、清里中学校吹奏楽部、清里高校吹奏楽部、ジョイントコンサートについて。７月３１日

プラネットを会場に、小中高校生の演奏技術向上を図るため札幌市より道内で活躍するプロの

演奏家９名で構成するアンサンブルグループ奏楽を迎え、児童生徒の講習会の後、合同コンサ

ートが開催されました。３点目、スポーツ合宿の受け入れについて。８月３日から１８日まで

の間、町内各種施設において、スポーツ合宿の受け入れが行われました。１つ目は東京大学陸

上運動部長距離パート４５名により８月３日から１８日までの１６日間行われ、箱根駅伝を目

指しての有意義な練習が行われた他、後援会主催によります歓迎会、陸上教室、地域交流とし

ての盆踊りでの参加、清里中学校生徒との交流など地域の方々との積極的な交流が図られまし

た。なお後援会におきましては、今年も１０月１５日に東京都立川市で開催される箱根駅伝予

選会での応援を計画されております。２つ目は網走南ヶ丘高校陸上部と北見緑陵高校陸上部の

合同合宿が８月６日から９日までの４日間２２名の参加により行われ、期間中清里高校生徒と

の合同練習も含めて行われております。３つ目は全道高等学校剣道合宿が道内各地から９０名

の参加により８月８日から１１日までの４日間行われ、合同稽古や練習試合の他、地元清里町

剣道少年団への指導などが行われました。４ページをご覧ください。４点目岡崎朋美スケート

教室について。８月１６日に本町のふるさと大使であります岡崎朋美さんが帰町されるのにあ

わせまして町内のスケート少年団に加入する小中学生及びその指導者を対象にスケート教室が

開催されました。 

次に大きな３教育委員会の開催状況でございます。第７回教育委員会が８月３１日に開催さ

れ、記載の案件につきまして、審議可決されております。 

続いて５ページ並びに６ページをご覧ください。大きな４その他の１、全道大会の出場につ

いてであります。７月及び９月におきまして町内小学生、中学生、高校生そして一般成人まで

水泳、野球、陸上の各種目において合計で８つの全道大会に出場を果たしております。特に（３）

第２９回南部忠平記念陸上競技大会ではオホーツク陸協選抜チームの一員として出場をした清

里小学校６年谷澤智嵩君が４×１００メートルリレーで４位入賞、（４）第３９回全国ジュニ

アオリンピックカップ夏季水泳競技大会北海道予選会において、清里中学校２年春名伸哉君が
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４００メートル自由形並びに１５００メートル自由形でともに３位入賞（７）次のページいき

まして、第４７回北海道中学校水泳大会において同じく春名伸哉君が１５００メートル自由形

で準優勝、４００メートル自由形で５位入賞を果たしております。この他、記載のとおり各大

会に出場をし、上位入賞とはなりませんでしたが管内の代表選手としてそれぞれ力いっぱい検

討をされてきております。以上申し上げまして、教育長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） 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。これで質疑を終わります。これで教育長一般行政報告を終わりました。 

 

●日程第６ 報告第２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 報告第２号、平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議

題とします。 

本件について、報告の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、報告第２号 平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告

についてご説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、

監査委員の意見に付して議会に報告するものでございます。同法第３条第１項の規定の内容は、

地方公共団体の長は前年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実質赤字比

率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査

委員の審査に付し、その意見をつけて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ当該健全化判

断比率を公表しなければならないとするものでございます。なお、健全化判断比率につきまし

ては、４つの比率のうち一般会計等における実質赤字比率及び特別会計を含めた連結赤字比率、

共に黒字決算となっており、債務負担や一般会計以外の会計の地方債償還負担見込みである退

職手当支給予定額を含めた負担比率を示す将来負担比率は、健全財政を維持しており、算定上

比率は生じておりません。また、標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す、実

質公債費比率は、９．５％で国の示した早期健全化基準を大きく下回るものでございます。 

次のページをご覧ください。本ページは、監査委員からの意見書となってございます。監査

委員の審査意見は記載のとおり健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると認められる。なお各比率ともすべて

早期健全化基準または、経営健全化基準を下回っているとされてございます。以上で説明を終

わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 
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（「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、報告第２号 平成２７年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを、終

わります。 

 

●日程第７  同意第２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 同意第２号 清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま上程されました、同意第２号 清里町教育委員会委員の任命につきまして提案理由

のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、現教育委員の森田実氏が、この９月３０日をもって任期満了となりま

すので、引き続き教育委員として任命をいたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律附則第２条第２項の規定により、なお効力を有するとされる、改正前

の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４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。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の附則第２条第２項は、改

正前の法律における教育長の在職に関する経過措置でありまして、改正前の教育長の在職期間

における教育委員の任命については、改正前の法律第４条第２項の規定に基づくこととされて

おります。 

その結果、委員は市町村長の被選挙権を有し、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し、

識見を有する者の中から議会の同意を得て任命するとした規定となってございます。森田実氏

は、上斜里３２７番地にお住まいで、昭和３２年３月１１日生まれの満５９歳でございます。 

なお、今般の改正により４名の委員が４年の任期中において、特定の年に偏ることのないよ

うに任期の特例が規定されましたので森田委員の任期にありましては、平成２８年１０月１日

から平成３０年９月３０日までの２年間となってございます。履歴につきましては、次のペー

ジに記載しておりますのでご覧いただきたいと存じます。満場でのご同意を賜りたくよろしく

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いたします。 

 これから、同意第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 
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（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第２号 清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

 

●日程第８  同意第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 同意第３号 清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意３号 清里町教育委員会委員の任命について、提案理由のご説

明を申し上げます。 

本件につきましては現教育委員の岡本英明氏がこの９月３０日をもって任期満了となります

ので、引き続き教育委員として任命をいたしたく法の定めるところにより議会の同意を求める

ものでございます。 

記載の第４条第１項の規定は、委員は市町村長の被選挙権を有し人格が高潔で教育学術及び

文化に関し、知見を有する方の中から議会の同意を得て任命するとする規定でございます。岡

本英明氏は、向陽２２１番地１１にお住まいで、昭和４６年１２月２１日生まれの満４３歳で、

任期につきましては、平成２８年１０月１日から平成３２年９月３０日までの４年間でござい

ます。履歴につきましては次のページを記載しておりますので、ご覧をいただきたいと存じま

す。議員各位の満場でのご同意を賜りたいよろしくお願いを申し上げ、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いたします。 

 これから、同意第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、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第３号 清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 
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●日程第９  承認第８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 承認第８号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第２号）専決処分承認につ

いてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、承認第８号 平成２８年度一般会計補正予算第２号専決処分承認に

ついて御説明申し上げます。本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処分いたし

ましたので議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 

今回専決処分いたしましたのは、記載のとおり、平成２８年度一般会計補正予算第２号であ

り、８月１７日付をもちまして専決処分させていただきました。次のページをご覧ください。 

今回の補正は、第１条第１項記載のとおり、歳入歳出それぞれ９５０万円を追加し、予算の

総額を５１億５１９万４千円とするものでございます。第１条第２項につきましては、別冊の

事項別明細書でご説明申し上げますが、今回の補正は、先に町長より一般行政報告をいたしま

した８月１１日に発生いたしました台風７号の暴風雨災害による復旧経費の補正でございます。

それでは、事項別明細書の説明を行いますので平成２８年度補正予算に関する説明書の表紙を

めくり、一般会計歳入歳出予算事項別明細書、第２号ピンク色の紙もめくってください。歳出

からご説明申し上げますので、もう１枚おめくりをいただきます。２ページをお開きいただき

たいというふうに思います。 

３、歳出、８款消防費、１項消防費、１目消防費３万２千円の補正につきましては、斜里地

区消防組合清里分署負担金であり、消防職員の時間外勤務と特殊勤務手当分でございます。１

２款災害復旧費、１項災害復旧費、１目８．１７災害復旧事業費につきましては、管理職員特

別勤務手当に２万円、職員の時間外勤務手当１６万円。修繕料に１４８万８千円。災害復旧業

務委託料に５７０万円。伐木工事請負費に２１０万円。合わせて９４６万８千円を計上するも

のでございます。歳入につきまして御説明を申し上げます。同ページの上段をご覧ください。

この災害復旧に係る費用における財源につきましては記載の通りすべて地方交付税を充当する

ものございます。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、承認第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 
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 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、承認第２号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第２号）専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。 

 

●日程第１０  承認第９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 承認第９号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第３号）専決処分承認に

ついてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました承認第９号、平成２８年度一般会計補正予算第３号専決処分の承認に

ついてご説明を申し上げます。本件につきまして、地方自治法の定めに基づき専決処分にいた

しましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。１枚おめくりください。 

今回専決処分としましたのは、記載のとおり、平成２８年度一般会計補正予算第３号であり

８月２０日付をもちまして専決処分させていただきました。次のページをご覧ください。 

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３千２２０万円を追加し、予

算の総額を５１億３千７３９万４千円とするものでございます。第１条第２項につきましては

別冊の事項別明細書でご説明申し上げますが、今回の補正は先に町長より一般行政報告をいた

しました８月２０日に発生した台風１１号、９号にかかる暴風雨災害による復旧経費の補正で

あります。それでは事項別明細書の説明を行いますので、平成２８年度予算に関する説明書、

一般会計歳入歳出事項別明細書第３号、２つ目のピンク色の紙をご覧ください。ピンク色の紙

をおめくりいただき、歳出からご説明いたしますので、もう１枚めくっていただきまして、次

のページ、３ページをお開きいただきたいというふうに思います。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費、９万８千円の補正につきましては、斜里地区消防組

合清里分署負担金であり、管理職特別勤務手当消防職員の時間外勤務手当、特殊勤務手当でご

ざいます。１２款災害復旧費、１項災害復旧費、１目８．２０災害復旧事業費３千２１０万２

千円につきましては、管理職員特別勤務手当２５万円、職員の時間外勤務手当等に１４５万円、

普通旅費に４千円、燃料費に４万８千円、修繕料に１９万円、災害業務委託料に１千万円、機

械借上料に１６万円、道路復旧工事請負費に２千万円を計上するものでございます。歳入につ

きましては、前のページ、２ページをご覧ください。この災害復旧にかかる費用における財源

につきましても記載のとおり、すべて地方交付税を充当するものでございます。以上で提案理

由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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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、承認第９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第９号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第３号）専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。ここで１０時４０分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２９分 

再開 午前１０時４０分 

 

●日程第１１ 一般質問 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 一般質問を行います。発言を許します。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下 昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 先に通告いたしました水害及び地震時の対応と避難所の備蓄備品について、町長の見解をお

伺いしたいと思います。また質問にあたっては、できる限り簡潔に行っていきたいと考えてお

りますので、町長答弁にあたっても質問事項に対してのみ的確に答弁をいただき、一問一答の

中で十分討議できるようお願い申し上げます。 

近年、東日本大震災から始まり、様々な災害が毎年くり返し日本列島を襲ってきております

が、特に今年に入ってからは、熊本県の地震災害、そして今回この北海道にもわずか一週間ぐ

らいの間に３つの台風が上陸、また東北岩手県には初めて台風が直撃するなど、今まで日本の

長い歴史の中において全てが初めてのことであります。 

我が町においても、先の台風７号に関しましては、およそ９５０万円の災害復旧事業費、そ

してその後に来ました１１号と９号による災害復旧事業費として３千２００万円、あわせて４

千万円を超える復旧事業費が専決補正に組み入れられるなど、改めて災害という怖さをもう一

度見直す必要があるということを実感したわけであります。これからはよその市町村の災害と

いうことではなく、いつこのような、またこれ以上の大災害が起こらないとは言えません。こ

のことを十分踏まえた中において、町長はどのような考えを持って、今後の清里町全体の災害

対策及び防災について対応していくつもりなのかお伺いしたいと思います。まずは１回目の質
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問とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それではただいま御質問をいただきました、池下議員からの災害対策についての考え方をお

話させていただきたいというふうに思います。 

近年、今御質問にもありましたように東日本大震災以来、大きな地震や火山噴火、台風の通

過というようなことで、極めて甚大な被害を受けている自然災害が数多く発生をいたしており

ます。こうしたことから従前であれば、気象庁は気象警報、特別警報または注意報というよう

なことで地域に対して警報が発令されるわけでありますが、近年は少々その対応も変わってま

いっております。事前にそれらの対応を進めるように未然防止というような観点から、それら

の警報や注意報が発生される以前にそれらの発生が予測された場合には、防災気象情報いわゆ

る防災シナリオが発表になるということでありまして、これは一般の住民向けのシナリオとい

うことでなくて、行政機関または防災機関に対して準備に入りなさいということでの対応をい

ただいております。 

そうしたことから基本的には町の防災計画によっては警報が発令をされた段階で、従前は災

害対策本部または情報連絡室というものを立ち上げて対応をしてきたわけでありますが、こう

した情勢の変化もありまして、清里町においてはこれらの情報、要は防災シナリオをいただい

た段階で防災災害対策本部の事前措置であります情報連絡室の立ち上げ、または緊急課長会議

というような中で情報を各関係に周知をしているというような状況にございます。予期しない

部分としての災害が数多く発生をされているわけでありまして、それらの対応について抜かり

のないように常に緊急意識を持ちながら、危険意識を持ちながら対応をしてまいるというよう

なことで進めているところでありますし、またそれらについても、今後とも一層そこらの連携

を密にしながら、後手後手にならないように、事前の対応がしっかりとれるような意味合いに

おいても体制づくりをしっかりしていきたいというふうに考えている次第でございます。 

基本的に災害を、特に自然災害の場合には未然に防ぐということについてはなかなか困難で

はありますが、日ごろからそういう災害に対する防災意識、心得をしっかり身につけていくと

いうことが大事なことではないかというふうに思っておりますし、当然行政としてその組織に

基づいて対応が迅速にできるような訓練を含めて、今後とも内容を精査しながら十分な対応が

できるように進めてまいりたいという考え方でございます。以上申し上げ１回目の答弁とさせ

ていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今回の４つの台風によりまして北海道も死者が出るなど非常に大きかったわけでありますが、

今でも９月８日現在で５つの町で１６２人が避難をしているという状況であります。当町の場



 18 

合は浸水ということで民間からポンプを借りて対処をしたというふうに聞いておりますが、今

回何カ所か浸水しておりますが、大体いつも同じ場所ということは前から実例としてあったわ

けで、民間のそういうふうなポンプを借りてやるということじゃなくて、なぜ今までうちの町

がそういった状況に応じたポンプ等も用意してなかったのか。これがまず１点。 

それと先日の８月の２８日防災訓練の中において、当町の職員も数多く来ておりました。そ

の中で少人数の方が土のう作りをやっておりましたけども、やはり何かあったときに、災害が

起こった時にやはり職員がほとんど出てきてやるということに関して、最低でも男性職員全員

が土のう作りの基本的なことぐらいは覚えておく必要があるのではないかというふうに思いま

すが。町長その辺いかがお考えですか。 

 

○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いた２点であります。 

１点目は住宅浸水等に対応するための災害備品であります水中排水ポンプの対応の課題と、

災害時における土のう等の作製にかかる職員の研修体験のことかというふうに思っております。  

まず１点目の災害備品の排水水中ポンプ等の配置の関係でありますが、従来の集中豪雨等で、

今までに住宅浸水というのは本当に稀でありまして、ほとんど無い状態であります。今までも

数多く発生してきたのは道路冠水ということで、御案内のように羽衣南や羽衣第一の役場の裏

の通りが集中豪雨の度に冠水するということがございます。これらについては道路関係ですの

で、基本的には道路河川の維持管理をお願いしております指定管理者であります清建がポンプ

等を全部持っておりますので、それらでの対応をさせていただき、それでも排水排出が間に合

わないという場合については、消防のポンプ出動をいただいて対応をしてきたということでご

ざいます。そんなことで今回の場合については、本当に想定外ということが、もう想定外とい

う言葉がないというようなことが実証されたのかなというふうに思っていますが、数カ所で床

下浸水にあわよくば、なりかけた状況です。基本的にこれらの災害機器の器財等を含めた災害

対応について建設業協会の方ともそういう器財等の提供と作業員、または応急復旧の防災協定

も結んでおりますので、それらの対応の中で、今回各企業者からもポンプを借りて対応をさせ

ていただいたというのが実態でございます。 

今回、そういうような事例が発生をしたということも事実でありますので、ただ今回運が良

かったのは、それぞれの工事現場が動いていなかったということで、工事企業者が排水ポンプ

をまだ保有をされ、優先配置がいただけたということでありますが、今後今回みたいに、その

優先配置がもらえるかどうかというのは、その時々の状況によって変わっていくというふうに

よく理解をしたところでありますんで、今般それらの対応についても今後の対応の中で排水ポ

ンプを設置いたしたいというふうに考えておりまして、この町の予算の中でも御審議をいただ

きたいということで、対応を進めているそんな状況でございますので、御理解をいただきたい

というふうに思います。 

それからまた災害時における職員の土のう等の作製と提供の関係であります。今回も先ほど

ありましたように、事前シナリオが出されたということもあります。また従前から道路冠水に
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よって住宅地への浸水が危ぶまれるという事例があったわけでありまして、それらのときも職

員によって土のうを作製して、必要であれば届ける、配置をするような作業もやってきており

ます。今回においても特にシナリオが出されましたので、事前に数十個という部分も用意をさ

せていきました。それらは当然消防職員、署員の指導をいただきながら若手職員の男性職員を

導入しながら作製をしたというようなことでございまして、そういう実践の中からそういう作

り方も覚えていただくということで対応がされたところであります。ただ、議員の御指摘があ

りましたように防災訓練参加は、基本的に命令がかかっておりませんから、自治会活動の防災

組織やまたそれ以外の各種団体に職員の皆さんも赤十字だとかいろんな部分で入っております

から、そういう中での出動参加をお願いしたと、ただ管理職までについては、管理職会議の中

で出動を私の方から要請をしておりまして、管理職はこの防災会議の中でもそういう対応それ

から指揮命令のあり方等訓練をかけているところでもありますので、ご理解を賜りたいという

ふうに存じます。 

 

○５番（池下昇君） 

 台風情報というのは、台風が来る何日も前から解っておりますので、今の町長の方からも土

のうに関してのお答えをいただいたんですが、実はこれは防災ということになると私は思うん

ですが、町長よく話しております自助公助ということに関しまして、この台風が来る前に土の

う作りを先にしてしまって、それを町民に対して必要であれば配りますよとこういうことを行

政側がすべて配るということではなくて、町民の方が欲しいのであれば、すぐこちらでつくっ

て対応しますよということをしていくという考え方はありますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問の関係でありますが、今般そうした対応をとらせていただいたというのが

先ほどのお話でありますが、基本的に防災シナリオが入ったものですから、これは危ないとい

うことで、事前に土のうを作る。前回も１回やったんですが、その時のやつをそのまま使おう

とするとカビが生えたり、いろんなことがあり駄目だということで、一回それが終わるとまた

元に戻して全部土を出してしまいますので、新たにその都度つくるということで一週間やその

ぐらいなら大丈夫かと思いますが、あまり何カ月も前につくって置いとくというわけにいきま

せんので、防災シナリオが何日か前に入ってきますから余裕がありますので、御指摘があった

ように、職員に動員をかけてつくっていただき、そして必要な場所について必要な数量を届け

させていただくと。あくまでも希望ですので、必要だと思われる希望者の方についてのみ、今

回も配布をさせていただいたという状況でありますので、今後ともそういうような対応の中で

土のう関係について必要な部分を対応させていただければというふうに考えている次第でもご

ざいます。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 当然何日も前から作っておくなんて、出来るわけじゃないというふうに思いますが、そうい

うふうにつくってやる時の情報というのはどういうふうに流しているんでしょうか。広報とか

チラシ類ではきっと間に合わないというふうに私は思うんですけども。やっぱり台風が直撃し

てくる前日、前々日あたりが配れる対象になるのかなというふうに思うんですが、情報をいち

早く流してあげないと、町民側も対応がなかなか出来ないというふうに思いますので、そこら

へんはどういうふうに考えていますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 土のうの配布の関係でありますが、今回の場合について対応させていただいたということで

ありまして、今回の場合も事前に、事前にと言うとちょっとあれなんですが、８月１日それと

８月の９日にも前線が通過して集中豪雨が降っています。その後８月１６日から本格的な台風

６号の接近と７号と入っていって、７号の段階までに危険な場所というのは、こちらの方も周

知をさせていただいておりましたので、自治会長さん、そして具体的に個別の方でその対象に

なっている方々にも町の災害対策の本部の方から連絡をして、必要があるかないかの確認をさ

せていただいた上での今回の配布ということで、いっぺんに全町に出しても現実的にはなかな

か情報が伝わらないということもありますので、本当に今までの経験から必要だと感じている

場所について、そういう対応をとらせていただいたということでございます。 

今後においては、お知らせメールが一定程度入ってきています。ただこれもお知らせメール

のメールに届けていいですよという許可をもらった方にしか届きませんが、そういう方に対し

ては、お知らせメール等を使いながら土のうの必要な部分について申し込んでいただきたいと

いう対応についても併せて進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げ

たいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 先ほどから町長も、大体起こる場所はもう把握をしているという説明でありますので、特に

私たちが聞いているのは役場の裏と羽衣南ということなんですが、羽衣南に関しましては、下

水排水に関して一度工事を行ったというふうになっておりますが、今までそうやってきたにも

関わらず、余り改善されずに浸水しているということを踏まえた上で、今後この排水に関して、

下水道の整備は改良していこうと考えているのかどうなのか、その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 道路冠水またそれに伴う住宅への浸水ということで、最も今までも事例が多く危険な場所と

思われている羽衣南地域の最も低い場所ですが、地形的にどうしても従前のところに水が集ま

るというようなことでございまして、従前であればある程度舗装率がそんなに高くなかったも

のですから、土の中に浸透していってそんなに大きな騒ぎになるというのはなかったです。こ

こ数年前から水が一気に集中をして冠水状態になりやすいというような現象が発生をいたした

わけであります。これも道路の舗装はもちろんでありますけども、近隣のそれぞれの公共の施

設やまた一般の住宅の皆さん方も家の周りを舗装するというようなことが多く、舗装率が増え

ておりますから、どうしてもそこで水を吸収することが出来ずに道路側の地形の低い側に出て

くるという状況での災害かなというふうに思っております。 

そうした中でもう数年も前になりますが、今議員の方からありましたように排水対策、それ

ぞれにやりましたし、あそこ全体の排水の水の流れを１回きちんと調べなきゃならんというこ

とでその調査も１回入れました。それによって今後どうするかというような部分で、その事前

調査も入れたわけであります。その段階でも町の方としては老健施設とかプラネット側の水が、

かなり老健施設やプラネットをやったことによって、ものすごい舗装面積が増えましたので、

それによって出てきているというのがありましたから、その水を１６号から斜里川の方に流す

工事も実は１回行っております。一定程度、そこである程度吸収をしながら１６号を通って斜

里川に落とすというような作業を行っております。それから数年前は今の一番低いところから、

１６号道路を横断してセブンイレブン側の摩周湖斜里線の道道側にも落とす排水路の工事も行

っております。ただこれは自然勾配だけですのでやはり勾配があまりありません。１％、２％

のほんとのゆるい勾配ですので、なかなか思うようにある程度上流の部分で溜まるとそれで押

されて流れてくるというのがありますが、強制的に流れるようなそういう仕組みでなくて自然

流下という形でありますので、思ったほどは水がさばけてないというのが実態かなというふう

に思いまして、それらのことをやってもなかなか解決しないそんなもんですから、私どもも北

海道に何か災害がらみでいい方策はないか、まちづくり交付金とかそういうものはないかと。

実際には、全部吸収をして斜里川に落としていくと、一番最短でやってみても数億円の事業費

が見込まれるということでありますので、単に金だけでなくて命のこともありますから、何ら

かの形はとらねばなと思っておりますけれども、財政的なものも加味しながらやらなきゃなら

んというような思いでおりまして、今申し上げましたように北海道とも相談をしました。そし

て今回のこの台風の後も北海道に出向きながら相談をさせてまいります。 

委員からもありましたように公共下水道だとか集落排水を使ったら良いんでないかと１回ふ

られまして、そちらの方に行ったら、いやいやそれは下水対策でないと。あくまでも雨水対策

だって、下水とはちょっと違うということで話が頓挫をしているというようなことでありまし

て、また先だっても道路整備の中で何か歩道整備か何かにあわせて実施する方法はないだろう

かということで投げかけてきているというのが実態でございます。 

そんなことで進めておりますけども、やはりそれらが具体的になるまでに、しばらく時間か

かる実情ではないかなというふうに思っておりますので、従前から手ぬるいのかもしれません

がやっておりますように排水ポンプをつけながら、そして間に合わなくなるようであれば、や

はり消防のポンプ車の出動をお願いすると。そのような対応の中で当面はやっていかざるを得
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ないんだろうなというようなことで、そういう対応もしっかりしていきたいというふうに思っ

ておりますが、先ほど申しあげました抜本的対策をするとなれば、そういう工事を入れていか

なければならないというふうに考えておりますので、財政的な部分を含めながら最も効率的で

効果的な方法を十分に検討させていただきたいというふうに考えておりますので、御理解をい

ただきたい。 

もう１つの方法としては機械を自動的にセットしておいて、自動にある程度溜まればバッと

流れるとか今の工事だけでなくて、そういう方策でも対応できないかどうか全体含めて検討さ

せていただ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） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今答弁されたとおり、なかなかこれといった具体策、打開案がないのかなというのが現実だ

と思います。これはお金も当然何億もかかる事業でありますので、早急にどうのこうのという

話にはならないのかもしれないですけども、そこは職員一丸となってどういう案が良いのか検

討しながら、町民の方になるべく負担のかからないよう、そして命が守っていけるような案を

つくってやっていただきたいというふうに思います。 

それと先ほども町長答えていただきましたけども、想定できない事態がもうあちこちで起こ

っているのは現実でありますので、今般、水害ということでこういうふうになって、いろいろ

と町も対応してきましたけども、水害もそうですけれども地震によります災害というのが、こ

の辺では危惧されているところだというふうには認識しております。 

当町では３年に１度総合防災訓練というのを行っております。２年前、２６年度の８月３１

日もこの防災訓練を行っておりますが、このときの想定がマグニチュード８そして震度は６弱

という想定でやっております。ところが、今年４月の１４日、熊本県でマグニチュードが７．

３震度７で、熊本県というのは日本の中でも地震が最も起こらないような地域と言われており

ました。こういう伝説も、もうあっという間に１つの地震で吹き飛んでしまうわけです。やは

りこういう地震に対して被害というのはとんでもなく大きいわけです。熊本地震の場合は、私

たちの町の想定しているマグニチュード８よりも小さい地震であるにもかかわらず、住宅の全

壊が７千５３４棟、半壊が２千２８６棟、一部損壊が１０万棟を超える破壊力でした。また避

難者もピーク時が１８万人。２カ月後の６月に６千４００人、４カ月後の８月の末でさえ、ま

だ１千人近くいます。このときに一番大きな打撃を受けたのが益城町と言って、清里町と人口

はそんなに変わっておりません。３千５００人弱ぐらいです。その益城町でも２カ月後の６月

に３千５００人のうちに、２千１２０人もの避難者が出ているのが実態であります。 

清里町も同程度の地震が起きたときに避難場所として一時避難所は９カ所、そして避難所が

全町で１７カ所。本町は８箇所、札弦が５カ所、緑が２カ所、江南と神威が各１カ所ずつあり

ます。備蓄備品に関しては清里町と町民会館と、札弦センター、緑センター。これは私実際に

行って見てきましたけども、灯油ストーブそれから毛布、食料あります。ありますが、避難所

自体１７カ所ありますけども、各地域にそれぞれつくり直す、見直すそういう必要があるので

はないかというふうに思っておりますが、町長はどういうふうにお考えですか。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 前段の道路冠水等にかかわる具体的な解決策という部分でありますが、地域の人方の生命財

産を守り、安全安心を確保するという観点を十分に認識しながら、より具体的な対応を進めて

いけるように町内体制を皆で考えていきながら最も効率的な方法を考え、そしてまた財政的な

部分での支援をいただけるような対応も含めて、今後十分に検討をかけていきたいと考えてい

るところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

それから清里町における地震等の巨大災害の場合の避難所等の対応の関係でございます。議

員御指摘のように一時避難所、それから一定程度の滞在を必要とする避難所という部分で、清

里町においても公共施設を中心に各所に用意をさせていただいております。特に避難所という

ことで地震での避難所と通常災害の避難所とまた内容が変わってきますので、あくまでも避難

所として地震後について、耐震がされていないところを何ぼ指定しても潰れてしまうというこ

ともありますので、そういう部分での対応を含めながらもやっていかなければならないという

ふうに理解をしているところでございます。基本的に避難所は１７カ所にありますが、今申し

上げましたように、これらはほとんど公共施設学校施設を含めた公共施設を指定させていただ

いておりまして、避難をしてきた方がある一定期間そこで不自由ながらも生活ができるという

ような、ですから水回りがあって、トイレがあってとそういうような施設であります。一時避

難所というのは、何かあった時にとりあえずそこに集合してもらうという施設ですので、グラ

ンドだとか広場っていうんですか原っぱが多いようでありますが、避難所というのはそうでは

なくて、やはりそこに１日なり２日長くなれば、今回のそれこそ熊本ではありませんけど、１

カ月も２カ月もそういうような対応ができる箇所の設定というようなことで、今回も設定を行

っておりますが、これらの関係現在清里町では全体の防災計画の見直しに入っておりますので、

そこら辺を含めながら、今委員からも御指摘があったような対応も含めて、見直しが出来るか

どうか対応を考えていきたいというふうに思っております。今１７カ所のところには大体地区

的にそれぞれありますが、どうしても市街地が中心になっておりますので、そういうような対

応でやらざるを得ないのかな、市街地というのは、清里の市街地、それから札弦の市街地、緑

の市街地ここが避難所のやはり公共施設がそこに集中するということでありますので、そうい

う対応の中での避難所の設定ということでもございますんで、ご理解を賜りたいなというふう

に思う次第であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 特に私が思うのは、緑地区あたりはやはり高齢者が多くて、緑センターと緑小学校が避難所

を指定されておりますけども、今般緑小学校が廃校になるということで、すぐではありません

けど、やはり車のない方それから足腰のあまり丈夫な方でない場合は、すぐ避難をするってい
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うふうなことになった場合、センターの場合はほぼ中央にはありますけども、そこまで行くの

も大変だという方も数多くいると思います。それで私が思うのは緑温泉が指定管理を受けてお

りますのでそういったところも、しっかりと避難指定をして、センターと同程度でなくてもよ

ろしいので、備蓄備品も置いて、いついかなることがあってもせいぜい１日２日分ぐらいの早

急な対応に十分耐えうるぐらいの食料、それから毛布。その程度は取りそろえておくべきでは

ないかというふうに思いますが、町長いかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま緑地区における避難所の関係でありますが、現在緑地区は緑センターが避難所にな

っておりますし、それから緑の小学校も避難所としての指定をいたしております。御指摘のよ

うに緑の小学校については、もう先が見えたわけでありますので、その後、それをそのまま避

難所として指定できるかどうかというのも大きな課題になってきますので、今回の防災計画の

見直しの中で、それ以外の公共施設いわゆる緑の温泉施設についての活用も検討しながら、そ

ういう対応ができるかどうか十分に検討していきたい。特に緑センターの場合、緑の温泉施設

の場合は、温泉客だけの利用の施設でありますので、十分に私としては可能かなというふうに

判断しておりますが、全体のいろんな意見があるかと利用施設で料金を取っておりますから、

そういう中でいろんな対応も必要になってこようかなと思いますので、全体としてもう一度検

討を加えながら、可能なものは十分に取り入れるように対応していきたいというふうに考えて

おります。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君 

 

○５番（池下昇君） 

 いろんな想定を今は行いながらやっていくというのがベストかというふうに思いますが、必

ずしも災害というのは夏起こるわけじゃありません。ましてや冬大きな地震などがおきますと

道路が寸断されてしまうおそれがあります。それと緑地域には職員がいません。当然清里から

通っているわけでありまして、こちら側からいけないという場合もありますので、そこら辺を

十分踏まえた上で緑センターばかりではなく、そういった施設も十分利用していく。そしてそ

こに緑センターの場合は１人うちの町の退職者が行っております。そのほかにも掃除等いろい

ろとしてくれる方が近くにはおりますが、何かあった場合の指揮をとってくれるような体制が

できておりません。そこら辺も行政として何かあったときにどういうふうな対応をしていくの

か。やはりその地域の人たちと合同で話し合いをする場をつくって、町長が先陣を切ってやっ

ていくっていうふうな形づくりをしていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 先ほど答弁の中で、若干漏れました。備品の配置の関係でありますが、これらについてはそ

れぞれの施設ごと、また避難を想定される人数の関係とそれと実際的に何日分用意するかとい

うのも非常に難しいことでありますし、また１回セットしますと毛布とかそういうやつはずっ

と持ちますけども、食料だとか使用期限が切れている分の関係で電池だとかいろんなものがあ

りますんで、そういうやつも何日分を用意したら良いかと、これらについても十分に防災の今

回の計画の中で委員とも相談をしながら決めていきたいというふうに思っておりますし、基本

的に配置も、管理のできる場所に置かなきゃならんということで管理を置ける場所にいって避

難所に届けるだとか、そういう形でやっぱりメインになるところにきちっと置いていかなけれ

ばなりませんし、点検もしなければなりませんので、そんなようなことでの配置等について考

えております。よろしくお願いしたいというふうに思います。 

それから緑地区または札弦地区の関係であります。緑も札弦も基本的に正規な職員は、配置

されておりません。ただ緑、札弦にそれぞれ元退職をされた職員が今臨時職員として配置をさ

せていただいて、町からの指示で、今までも動いていただいているということでありますので、

そこを中心としながら通常時は進めていく。ただし、祝日や５時過ぎて１回帰ってしまうとい

うことになれば、職員の配置をしていかなきゃならんというふうに思っております。今回も実

はシナリオが入って緊急ということで、札弦、緑は職員の配置をしました。そして避難所とし

ての指定をしてありますので、それも開放したということでありますので、基本的にそういう

ような形をとっていきたいと思っておりますし、緑の場合の避難所の関係では、先ほどもあり

ましたように緑の温泉をどうするかという部分も含めながら対応していきたい。また札弦につ

いてはパパスランドがありますので、センターもそうですが、パパスランドも避難所としての

指定になっております。当然道の駅ですので、道の駅の場合は道路を利用する方々は２４時間

体制で連絡がとれるようにしておかなければならんというのが道の駅の指定を受ける条件にな

っていますから公衆電話だとか情報の連絡だとかそれからトイレでそういう対応になっており

ますんで、それらと合わせて一般の方々の避難所ということも整備をしていきたいというふう

に思っております。 

ただ今回災害の場合は、行政だけがなんぼ踏ん張ってみても、解決できるということになり

ません。私も防災会議のときにお話をしました。緊急災害のときには自分の身は、まず自分で

守ってもらうと。そこがスタートになりますんで、目の前に洪水で流れて来ているのに、応援

が来るのを黙って待っていると、これはちょっと無理がありますから、やはり自分の身は自分

で守り、それができなくなった浸水になりそうだ云々という時、公的公助が入る前に全体の地

域での共助って言うんですか。共同の絆の中で対応していただきたい。そしてそこがもう対応

ができないという場合においては、当然行政として防災対策減災対策をしていかなければなら

んというふうに考えておりますので、これからも住民の皆さんに対してそうしたお話をさせて

いただき、また自主防衛組織、防災組織の立ち上げについても積極的に町の方もかかわりなが

ら進めていけるように、その対応をとっていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

というふうに思います。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 避難所の備蓄に関してですが、札弦も緑も食料に関してはどちらも２９８食しかない。本町

は１千１２４食しかない。札弦、緑の場合がだいたい何かあった時に５０人が避難した場合、

２日しか持たない。本町の場合は、２００人。各避難所に２００人避難した場合、２日しか持

たない。そこらへんも今後、十分頭に入れながら進めていただきたいというふうに思います。 

それと今町長の方から、札弦パパスランドが指定地域に確かになっております。札弦は５カ

所あります。しかしすべて線路の東側なんです。避難所があるのが。西側には１カ所もないん

です。線路の西側も東側も同じ程度の人数が住んでおります。こういうふうになったときに、

やはり近くにいる人が遠くに避難をするということではなくて、西側の線路の反対側には民間

企業の札弦ベニヤさんがありますけれども、今後そういった民間企業にもお願いをして避難所

を何日間も何カ月も泊まるということにはなりませんけども、１日２日程度の避難であれば民

間企業にも協力を仰いでいくというふうに、私はその方が良いんじゃないかというふうに思い

ますが、町長はどうですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 前段の備品、食料等の備蓄の関係であります。委員がお示しをされた数字のとおりでありま

して、それだけの準備を整えていると。基本的に全体の１０％の方が避難所で食事を3食いた

だける量ということで対応させていただいたということでありますが、先ほど言いましたよう

に見直し中でありますので、本当にそれが適正かどうかというのは、吟味していかなきゃなら

んだろうというふうに思っているところでございます。 

また基本的に町の方でそういう避難所には、そういう部分の用意をいたしますけども、自主

防衛でありますから、自宅でもある一定の量を持っていただくということが必要になってまい

りますので、それらの部分を避難するときは自分のものを持って避難をしていただいて、それ

らと合わせていくという形が必要かなというふうなことも検討をしていかなければというふう

に思っております。 

それから避難所の設定の関係でありますが、札弦地区は線路を挟んで西と東に大きく人口の

密集地帯が分かれております。議員の指摘のとおり線路を渡った東側っていうんですか。西側

っていうんですか。そちらには避難所が設定をされておりません。というのは公共的な施設が

そちらの方には配置されてないというようなことで、すべて東側に設定がされておりますので

そういう配置になっております。民間の施設の活用をということでありますが、基本的に民間

で一定程度の条件を備えた空間が利用できるものがあるかどうか、また我々も民間の方々と相

談をしてみたいと思いますし、また民間の方々は民間の方々のその利用目的というのは当然あ

るわけでありますので、そこら辺も踏まえながら、もし相談の中で、いやこれは当面の間良い

よというようなお話がいただければ、そういう部分も含めた中で対応が可能かどうか十分に検
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討をさせていただきたいというふうに思うところでございます。 

いずれにしても民間の場合は、宿泊施設はそういう部分でやられている部分があれば別です

が、そうでないとなかなか長期に亘っては無理なんで、どちらかと言うと一時避難所的な要素

で、とりあえず避難所が開設してきちっと対応ができるまでちょっとそこで待っていてほしい

という程度の部分でのお願いしかできないんではないだろうかということを考えながら、そう

した部分を踏まえて、民間の方のご理解をいただけるものがあるかどうか対応を検討させてい

ただきたいというふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今から５年前の平成２３年の６月定例議会において、前中議員が緑ダムの決壊についての質

問をした経過がありますが、そのときの町長答弁があるんですけども、質問が緑ダム耐震強度

決壊時のシュミュレーションというタイトルなんですが、そのときに町長が答えている回答が、

ダムは地震や洪水などの災害に耐え得る設計で安全性も十分保たれている。万が一被害の発生

が予想される場合は、災害対策本部を立ち上げ関係機関と連携して周知を図り、避難が必要で

あれば、避難勧告を行うというふうに答えている。最近のこの日本列島の中で想定をはるかに

超える災害というのがたくさんありますけども、今でも緑ダムが決壊した時の考えというのは

町長の中では変わっていないですか。どうですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 緑ダムの関係について今お話をいただきましたように、基本的には決壊をするかもしれない

という想定は今の段階では持っておりません。というのはあのダムについては、ロック式の盛

り土でやっておりますので。コンクリート橋のように壁面をつくって、そこがどっと崩れると

かそういうような構造になっておりませんから、山が１つなくなるような事態になれば、それ

はまた別かなと思いますが、いっぺんにそれが瞬時にして起こるということについては、それ

こそ想定をできないかなというふうに思っております。ただ想定が想定外だという外がなくな

ってきているということも事実でありますから、万が一の部分を含めながら仮に決壊したとき

の浸水の部分やなんかについてもう一度精査させていただき、一気に崩壊というのは無いにし

ても、じわじわと崩壊してくるということもないことは無いわけでありますから、それまでの

間にはいろんな時間帯がありますから、避難をする者は避難をし、対策をする者は対策をする

という対応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、それらの対応について防

災のシュミュレーションを一回たてていかなければ何ともわかりませんので、そこらへんを検

討してみたいというふうに思っております。 

ただ、しつこい様でありますが、あれだけの土盛りしたのり面が一気に無くなって、一気に

水が吐き出すというようなことについては、私としては無いだろうというふうに思っておりま
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す。それが起きれば、こちらの方はもう既に何もなくなるような状態で、そういうこともあり

得るかもしれませんが、まだここら辺が安全で向こうだけという、そんな想定になっていかな

いだろうというふうに思っております。そうなれば、全町的な避難体制をどうするかというよ

うな部分を含めて考えなければならんというふうに思っておりますが、いずれにしろ、シュミ

ュレーションをたててみなければならないという部分もありますので、そこら辺についても、

しばらく時間を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） 

 阪神大震災９７年ですか。それから東北大震災２０１１年と、これもすごい数の人数がなく

なっているわけで誰も想定してなかったんですよ。今の世の中ほんとに想定していないことが

山ほど毎年のようにありますけども、緑ダムが決壊しないという保証は無いんですよ。で、そ

の決壊したときに、町長が今言うように決壊したら、どの方向に水が流れるかもわかんないで

すよ、町民の人は。最低限シュミレーションした中で、そういったものをつくって、そして町

民の方々にいち早くその情報を流す。これが最善の方法かなというふうに思いますけども、あ

そこのダムの貯水量というのを私調べましたら６４０万立方メートルですよ。有効貯水率って

いうんですか。それが６４０万立方っていったらどんな数字か想像つかないんですよ。やはり

そういったことを十分考えた上で起こらないから大丈夫。今まで前例がないから大丈夫ってい

う概念を捨てて、しっかりとしたものをつくり上げて、いち早く町民の方に情報を流すってい

うこういうふうな体制を整えていっていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的には、緑ダムの関係については当時ダムを設置した段階においては、国の説明等にお

いて基本的に一気になくなるというそういう想定はないんだと。そんなことは起きないんだと

いうことでありますから、実際にシミュレーションの対応をとったというのはありませんが、

ここへ来て想定外の外はもう無いというような判断の中になれば、また違うシュミュレーショ

ンだけでも、じわじわとなくなった時どうだとか、いろんな方法はあるわけでありますんで、

これ当然設置者であります国開発とも十分に協議をしていかなければならんと思いますし、ま

た実質的な管理運営は１市４町での協議会が管理運営を行っておりますんで、清里町側から協

議会にも、地元にダムのある町として対応についての協議をお願いしたいということで、今後

そういう中で私の方から相談を申し上げたいというふうに思っておりますんで、ご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 水害に関して、それから地震に関する災害について１時間程度質問させていただきましたが、

最後に、町長にお伺いしたいですが、町長の思いとして町民の安全安心を願うならば、そこま

でするのっていうところまで災害ということに関して対策を十分やっていただきたいというふ

うに思います。最後の質問とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 特に自然災害の部分において、なかなか予期できない想定外を超える災害が近年多く発生を

いたしております。これも突如として起きる地震はなかなか防ぎようがないというふうには思

っておりますけども、事前の準備をしっかりやるというのが、安全安心のまちづくりにつなが

っていくというふうに私は理解をいたしております。今後ともそういう考え方のもとで従前か

らも進めてきておりますけれども、やはりもう一度で足元を見直しながら、そして、今回の防

災計画の見直し点検を含めながら、町民の皆さんにもそうした旨理解をいただきながら基本的

には自助共助公助のこの精神をいかして、しっかりと対応できるように進めてまいりたいとい

うふうに考えておりますので御理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

これで池下昇君の質問を終わります。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４０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。次に河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

それでは焼酎事業の目標と目的について質問させていただきます。 

清里町の特産のじゃがいも焼酎は本格焼酎として認知され、４０年を経過という歴史があり

ます。全国の１品１村の先駆けとして、特産品開発による町おこしの先進的取り組みとして清

里町の地名度が格段に向上して直接あるいは間接的相乗効果は、計り知れないものがあるとい

うことで納得しております。これに培ったものは大変大きいものと私どもも十分理解している

ものであります。この４０年をみる時、最初の開発、販売に手がけられた先人たちの苦労も大

変大きなものがあったんだろうと思います。ただこの辺は市場によって左右される部分が多く

あり、人口減とともにお酒離れもあり、それぞれ苦労されてきた時期があり、まさしく成熟期

の問題点があったのかなと思います。その成熟期の中に新製品開発の時期も考えてみると、最

初の開発時期、そして新製品、成熟期、このステージがやっぱり２つあって、さらにこの位置
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づけとして、新たに２６年に新たなボトルデザインがされました。この開発と成熟期のときの

目的、目標っていう考え方と２６年に手がけられた新たなボトルデザインに至った時の目標目

的っていうのは一貫されているのかということの２点にお答えいただきたいと思います。 

また、町民のわが町の特産品としての位置づけ。これは十分に町民が理解し、愛されている

と思います。十分理解するんですが、自慢の特産品として確立された焼酎。しかし今後これを

持続するためにも十分な事業収支の理解がなければ、町民の考えの中には、今までどおりで良

いということではないんだろうと思います。あくまでも、この事業収支に対する考えをお答え

いただきたいと思います。 

また、今後将来に向け継続されるためには、当然設備の更新３０年過ぎている機器がかなり

多くあります。また生産の向上を考えたときに、採算性を向上に向けたことが重要な課題と考

えておりますし、食品衛生上どうしてもこの部分を従来の３０年前の設備で本当に良いのかと

いう考えがあります。事業収支と新しく２６年にボトルデザインとして、新しい販売の考え方

が当然必要になってきたと思いますが、その辺含めてどのように将来を考えているのか。最初

の目的、目標、デザイン変更後の目的、目標、それと経常収支の考え方。今後、この中でどの

ように考えて行くのかという４点についてお答えいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の河口議員からの御質問にお答えをしたいと思います。 

清里焼酎の目標と目的について、それと事業収支と採算性のあり方。また３０年前の設備と

設備投資への考え方ということでありますが、御案内のように今河口委員からもありました清

里焼酎の地域資源を活用した特産品開発によるふるさとの産業づくり、そして、まちおこし活

性化対策の一環としてこの事業は始まったものでございます。 

醸造当初は製造数量も少なく、また乙類焼酎という北海道では極めて珍しさもありました。

当時は幻の焼酎として好評を博しておりましたが、一定量が徐々に製造販売されるようになる

と、その珍しさも薄れていきましたし、また他の醸造メーカーも乙類焼酎に火をつけたと、逆

に言えば、そんなことで製造販売に他のメーカーも参入したという事がありました。いろんな

編成の中で販売数量が落ち込むなど厳しい状況、そしてまた一方では焼酎ブームも何回か到来

もしておりまして、そのたびに製造量が大きく変動する。また販売量が大きく変動するという

経営環境が変化の大きい４０年だったかなというふうに思います。そうした中にあって神の子

の池だとか裏摩周だとか斜里岳だとか、さまざまなご当地銘柄での話題性。そして北緯４４度

だとかパパス、浪漫倶楽部という、そうした斬新なネーミングによる話題性。そして最終的に

は木樽貯蔵による新製品の開発。いろんな試行錯誤を繰り返しながら直接的効果としての収支

バランスを確保するために職員全職員一丸となって取り組んできたところでもございます。こ

れからもそうした意味においては、販売力の強化を続けていきたいというふうに思います。 

また、一昨年には焼酎開発事業から４０年の節目ということで、名実ともに町民の皆さんが

自慢でき、そして誇れる特産品。そうした新たな展開を図るべきにデザインを一新し、さらに

ネーミングを統一し、職員はもちろん町民皆さんの力をお借りしながら、清里町には、じゃが
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いも焼酎があるんだと、そう胸を張っていただけるようなじゃがいも焼酎、北海道清里全国に

向けた展開を進めてきたところでございます。今回のグランドデザインの一新によりまして清

里町。そして清里焼酎の知名度は格段と高まったというふうに理解をしておりますが、これに

合わせながら間接的効果も、そしてまた直接的な効果も上がっていくと期待をいたしていると

ころでありました。 

幸いこの新しいデザインネーミングに焼酎になって、一昨年の９月に売り出しをしましたら、

今月に至るまでどの月も今までの前年対比で下回った月はないと、順調に伸びてきているとい

うふうなことでありますので、一連そういうデザイン性の、またはネーミングに対する評価が

いただけているもんだなというふうに理解をしているところでもございます。 

事業の収支と採算性のあり方でありますが、今申し上げましたようにデザインの変更後は売

り上げも順調に推移をしているところでありまして、これを機に収支の均衡を目指してまいり

たい。しかし、本事業につきましては先ほども申し上げましたようにただ単に利益だけを目的

とした事業ではありません。地域振興として雇用の創出や町の宣伝ＰＲの広告塔としての役割

を十分に発揮する中での持続的な展開が図られるように、そして最終的には安定した自立的事

業経営ができることを目標として収支の均衡に合わせていきたいという考え方でおります。 

ただし一気になかなかそこまで到達するのは至難でありますので、それまでの間におきまし

ては間接的な効果の限度において一般会計からの繰入も措置をしていかなければ、並行した考

え方でいかなければならないものとそういうふうに認識をしている次第でございます。採算性

とこれからの収支の関係、今申し上げましたように採算性におきましても、また製造の規模に

おきましても適正量を幾らにするか。これらについては市場の動向はもちろんでありますが、

現状の醸造施設の規模の中で可能とされる範囲での製造販売を目指していきたいというふうに

考えております。 

本醸造施設は、昭和６３年に農業構造改善の農産物処理加工施設を補助事業で導入を行った

施設でございます。そのときの計画書では、単一製品で２００キロリットルの製造販売の目標

を立ててございます。ですから、それを超えてはどんな工夫をしてもできないというそういう

施設でもございますので、最大そこが１つの目安になってくるのかなというふうに思っており

ます。ただ、今の長期貯蔵という形をとっていくならばそれは不可能でありまして、どうして

もその範疇でしかやりようがないという考え方でおりますし、また特に長期貯蔵の中でも樽貯

蔵ということになると、一般貯蔵とは別に樽のスペースを用意をしていかなければならんとい

うこともあります。今ある貯蔵庫についても樽専用の貯蔵庫、平成１７年に建設したという経

過の中でちょうど今年購入する樽を持って基本的には棚の上は満杯になるということでありま

すので、その範疇の中でなんとかバランス良い、販売の展開をかけていきたいというふうに考

えている次第でございます。 

先ほど申し上げました持続的で安定的な経営が求められていくように、収支の直接的効果に

ついても均衡がとれるように一層の努力をしてまいりたいというふうに考えている次第でもご

ざいます。なお工場設備等先ほど言いましたように農業構造改善事業で建設をし、約３０年経

過をしようといたしております。基本的には工場ですから、まだまだ建物としては使えますが、

徐々に機械設備類も古く老朽化をしてまいりますので、タイミングを見ながら使えるだけ使っ

てはまいりますが、更新時期も考慮しながら進めていきたいというふうに考えております。ま

たその時点において、当初の発足の段階では、この設備については地元雇用を展開するという
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そういう間接的な効果も謳われておりましたので、全て合理化をするのではなく、瓶詰工程と

か、そうした品質管理工程については、手作業でやるような仕組みになってございます。これ

がずっとそういう形で良いのか。今後は収支の関係いろいろ施設設備の関係合わせて、また製

造規模などを考慮しながら、どうした方向性が良いのか。じっくりと時間をかけながら検討を

加えて参りたいというふうに考えているところでございます。 

以上申し上げまして、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 この焼酎の問題については、私も昨年１２月に質問させていただいています。このときの主

は、やはり収支についての考え方をお聞きしたわけですけども一環として、今答弁いただいた

と同じように、目標、目的については清里の１村１品特産品である町民が胸を張って、私ども

の町にはこういうものがありますっていうお酒を飲まない人もお土産、その他でうちの町の特

産品として大きく根付いたことは私も十分理解しております。 

この特産品が４０年を迎えるという過去の経過をずっと見てみますと、やはり１００キロ以

上の製造のもと、販売も一番多いときで１００キロに近い販売があるようです。この中で、ず

っと経過を見ていくと、昭和からきますけども平成の２４年、２５年、２６年とこういう数字

の中で、ボトルデザインの変更にあたる２６年をなぜ迎えたんだろうかった時に、やはり当然

売れてないですから製造も下がっていく、販売も下がっていく。当然のことなんだろうと思い

ますが、販売の減少に一番危機感を覚えてボトルデザインへといったんだろうと、私は理解し

ております。ということは、いかにしてこの商品が我々清里町の特産品で、たくさん物を売ろ

うっていう機会をつくっていくことの事業だったと思います。この焼酎は町民皆が我が町の特

産品として十分理解されております。北海道の清里の中の清里の焼酎じゃがいも焼酎というＰ

Ｒもいろんな角度から広報され十分理解されている部分もあります。そこでボトルデザインの

変更っていうのはあくまでも販売を持ちあげる販売量の拡大を目標にされたことなんだろうと

思います。この時点で従来から４０年培ってきた目標、目的は変わってくるべきなんだろうと

私は思っています。 

現実に平成２５年製造が２４キロ、２６年が２６キロで、販売リットル数が４7キロ。この

時の繰入金が２千万を超えているわけですね。製造も少ない、販売も少ない。でも繰入金は多

くなってきている。これが現状だったんですね。２７年も販売数量の関係で製造を下げていた

のか、そのへんのことは解りませんが、２６．８９キロという製造の中で、売る量が６６キロ

売っている。結果的に繰入金については３千３９０万入っています。現実に今日の決算書の中

では、その中で繰越の部分がありますが、少なくてもそれを差し引いて２千６００万近い金が

ここに繰入されているわけです。製造が少なくて、販売が多くて、繰入金が上がっているのが、

この事業の実態なんだと。このへんの実態について町長の考えをお聞かせいただければと思い

ます。 
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○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 近年における製造、販売、そしてこの焼酎事業に対する目標、目的でありますが、焼酎醸造

に関する目的は何ら変わるものはないというふうに私は思っています。やはり清里の特産とし

て地場産品を使った特産品をいかに開発して、その力を地域のまちづくりや活性化につないで

いくとこれが大きな目的だというふうに思っております。ただその目的を達成するために一方

的なつぎ込みというだけではない、やはりある程度収支を考えながらいかなければならないと

いう収支の均衡も含めた中でありますが、おかげさまで知名度向上については、全国ではじめ

て清里町がこのじゃがいも焼酎に取り組み、またその醸造販売免許も自治体の中では清里しか

全国広しと言えど、持っていない。そうした知名度も相当上がったというふうに思っていると

ころでございました。ある一定のそういう目的、目標は達してきているのかなというふうに思

っておりますが、先ほど来申し上げておりますように、やはりこのアルコールというのは嗜好

品でもありますから、売れる時もあれば売れないときもあったというのも事実です。ブームも

ありましたが、その代わり反対に低迷した時も多くあります。そういう中で全体のバランスを

見ながら、在庫調整も含めながら製造と販売の調整をしてきたいというのが実態でございます。 

最後のブームが来たのが、だいたい平成１６年から２１年ぐらいまでが１つの大きなブーム

でありました。このときには全国の乙類焼酎が売りに売れたと。特に九州は原酒をなくするま

で売っていたとそういう時期であったかなというふうに思っております。おかげさんで清里町

においても、その時点では先ほどお話がありましたように９０キロリットル実は売っています。

昨年は６６キロですから、まだはるかに多く売ったということでありまして、売上高もその時

点では１億を超えた売上をしたこともございます。その後そのブームが徐々に徐々に減ってき

まして、近年このブランドデザインを変えるまでのギリギリの年の２５年の途中までは、６千

２００万円まで売り上げが減少しました。数量的にも一時９０キロ前後売っていたのが４７、

８キロまで実は落ちたということでありまして、当然それだけ落ちていったら収支の均衡をと

れていないというのが経営的な部分でありますが幸いに在庫を抱えておりますから、その在庫

調整でそこを乗り切ったというのが現実でありまして、実際の一般会計からの繰入れは平成２

２年から２５年までは、繰入していません。これは厳しい状況でありまして、今言ったように

売れてないわけですから。売れてなくても在庫調整の中で繰入れをしないで収支を合わせたと

いう形できたのが事実でございます。実際にそういう形の中では将来的に目的は達しても目標

に到達しないということになりますので、４０年を期して何とかそこの部分を打破していかな

ければならないということで、新デザインへ大きく乗り出したというのが実状であるというふ

うに思っております。 

おかげさんで先ほど言いましたようにデザインを変えてから、紆余曲折はありましたけれど

現状としては今のところも販売額は伸びております。一昨年で９千４００万まで復活をさせて

きたということでありますし、このまま推移するとそれを多分超えるだろうと。今のところ４

月から今月までは昨年を超えております。全月が超えておりますので、順調にいけば１億ぐら

いに近づいていくだろうというふうには思っております。そうなれば一定のそういう収支の中

でも相当改善がされてくるだろうな、ただ収支がとれるかということになると全体の在庫調整
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だとかいろいろしていかなければなりませんから、単純な計算とはいかないわけですけども、

そんな形になってくるのかなというふうに思っております。 

そうした中で２６年から繰入れをいたしております。このときに１千９００万、それから２

７年では３千３００万、これは全てデザインの改正に関わるものであります。今までは市中に

流れている廃用瓶を買っていたんですが、今度はその瓶のデザインを商標登録いたしたもので

すから、そのデザインの型を作るところからすべて入ってきますんで、瓶代にものすごく初期

投資がかかりました。それと箱だとか、パッケージだとかそういうのも全部一新いたしました

ので初期投資の部分でそれがかかったということでございますし、また２７年のときには当時

は考えていなかったんですけども、迷惑をかけたことも事実でありますが、瓶なりその製品を

頼んでからロットで納期になるまでに３カ月以上かかり、昔は廃用瓶はどんどんどんどん流れ

ていましたから、いつ買っても買ってから納期まで大体３０日もあれば必ず届いていたのが現

状で、自分で型を持って製造をはじめるとなれば瓶メーカーが、ロットが小さいものですから

どうしても遅れるということで３カ月以上かかる。ですから２８年に使う瓶は２７年のうち発

注しなければなりません。発注するということはお金を用意しなければならんということにな

りますので、そういう部分をさらに繰入れをさせていただきましたので３千３００万という大

きな繰入になってきたわけですが、最終的にはそれは年度の中で回収をされていくというふう

に理解をするところでありまして、それが繰越金で次の年に動いていくという前倒しの発注が

どうしても必要になってきているというようなことがあって、ここに大きく繰入せざるを得な

かったと。ただし今言ったように、それは次の年度へと繰越してまいりますから、全体として

はそのロットで買っていた以上にまだまだ売れて、倍も販売するとなれば、またその追加の部

分は同じことですからやらなければなりませんけれども、その範疇の中では年度繰越が在庫と

してされてきますので、全体の調整がされてくるというふうに理解をしている次第でもござい

ます。 

いずれにしても商品でありますので、どうしても動きというのは消費動向に左右されるとい

うのも実情であります。製造がもちろんですが、販売についても職員あげて取り組んでいると

ころであります。そしてまた多くの皆さんに飲んでいただけるようにチェーン店等にも協力い

ただいて店頭販売を含め使用も含めてやっていただく、そんな展開も進めてきているというこ

とでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の回答の中で１つ、ボトルデザインが変更、これのきっかけについてはどうやって販売量

を上げていこうかという一貫した部分の中で取り組まれたってことは十分理解するんですが、

あくまでも商品をどう売っていこうかといった時のマーケティングの中での販売戦略の１つと

して、デザインっていうのが大きなウエイトがある。これは大変大事な重要な部分です。重要

な部分と同時に商品によっては、要するにそこをゼロにはなりませんけども、上がるのか下が

るのかと大きな賭けの１つなんだろうと思います。 

ボトルの部分の価値については十分理解することがあります。それはワインにしろ、いろん
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な酒すべては商品ラベルなんですね。その商品の仕様あるいは顔は、すべてがラベルになって

おります。瓶じゃなくてラベルなんですね。ラベルでいろんなかなり高級なお酒、ワイン、ウ

イスキーにしても、特に焼酎については九州どこのメーカーもすべてラベルによってその商品

がわかるようになっています。ラベルの価値が表の顔になっていると。ところがここの清里の

焼酎はボトルに直接印刷されているんです。ボトル自身にプリントされているのは、全国探し

てもお酒の中ではほぼ清里だけなんだろうということは、ボトルに費用がかかっている。です

からここの繰入はしょうがないんですと、それは理解する。十分な理解する。しかしボトルの

デザインっていいますか、ボトル自身にどれだけ評価があるんでしょうか。やはりお酒はやは

り味なんだろうと思います。中身なんだろうと。実際これは、特産品としての顔、まさしくう

ちの焼酎の顔はこういう顔をしていますということでは、これはビンの形状あるいはラベルじ

ゃない、それ自身が持っている表現性でこの辺の価値については十分理解しております。 

焼酎は、町長から答弁ありましたようにあくまでも嗜好品であります。それでどのくらいの

嗜好があるのかというと、やはり全員町民皆が飲むわけでない。あくまでも焼酎を選ぶという

ことの比率がどのぐらいあるのかという中で焼酎を我が町は捉えたわけです。十分な今の知名

度とそれは十分理解することはあります。 

先日、焼酎メーカーのランキングが発表されました。これは帝国バンクですけども、残念な

がらやっぱり６年連続減少傾向にある。しかしそれは何かというと消費者の嗜好にかかる問題

ですから当然多様化があります。ワイン、ウイスキー、当然この最近のウイスキーブームの中

で、どうしても焼酎は余儀なく下がっている、その中で清里は上がっているんですね。べらぼ

うに上がっている。それはやっぱり皆さんの努力、販売という販売戦略を持っているのかって

いうことに尽きるんだろうと思う。世の中、焼酎は全体の販売量は下がっているということは、

これからも清里の焼酎は上がり続けていくんですか。やはり販売戦略なくして今後の売り上げ

増は望めないんだろう。ですから楽観視しておりません。実際に酒類の売り上げは１割ぐらい

が減っている。その中の占めるお酒の中の占める焼酎は１割です。そこに清里焼酎が入ってい

くわけです。その中の販売戦略としてどういうものがあるんだろうか。それは、従来と何も変

わってない販売戦略であれば、これはまた同じ経過をたどっていくんだろうと思います。 

暗い話はさておいて、今まで果たされた大きな町民の特産品として、我々一人一人が、みん

な思っている我が町の特産品であります。しかも地元雇用ということで、町長の答弁にありま

した。雇用が大事、その中で幾らマイナスになっても地元に雇用が発生する、経済の循環がそ

の町の循環になってくるんだろうと思います。これは全然私は否定するもんではありません。

ただし今７割強は町内じゃありません。あくまでも道内、全国へのときには１本あたりの利益

が出ていないとだめなんで、町内の部分についてはマイナスも構わないけども、町外に出てい

く部分については１本にわずかでも利益がなければ意味がないことなんだろうと思っておりま

す。 

この辺の考え方についてもう１度、先ほど雇用と間接的収支がバランスとれていれば、それ

も１つという考え方ありますけども、もう一度この辺の道外これからどんどん増えていく、販

売量が増えていく、これはすべて町外道内あるいは全国への販売量になっていくんだと思いま

す。このときに収支の部分がプラスになってないと全く意味をなさないんだろうと思いますん

で、その辺のお考えをもう一度ちょっと確認させていただきたい。 
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○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問の前段の部分のラベルの評価とボトルデザインの関係でありますが、ラベル

についても、やはりその商品を表すメインの材料でありますから、極めて重要なアイテムの一

つというふうに思っておりますが同じく、そのボトルデザインも、やっぱり手に取ってもらう、

何だろうなと感じていただけるようなデザインとしての有効性というのは十分にあるのかなと

思っております。そうした中で一昨年はグッドデザインの賞もいただいて話題性も高めました

し、また昨年からできましたトップアワードアジア賞も、このボトルでいただいたということ

もありまして、ボトルデザインについても一定の評価と内容が必要なのかなというふうに思う

ところであります。 

またお酒類の販売にあたって消費の関係でありますが、御指摘のように日本全国でアルコー

ルの消費量というのは年々落ちてきております。これ人口が減ってきていますから、そういう

意味において落ちているのかなというふうに思うのと、もう１つ嗜好性がものすごい多様化し

てきているというのも事実なんだろうというふうに思っておりまして、同じアルコールの中で

も差がある、そういうひとつのブームもあるのかなというふうに思っておりますが、残念なが

ら乙類も甲類も焼酎類は軒並み下がっております。ですから逆に言えば、その中で伸ばしてい

るというのは全く特異的なことなんだろうなと私は思っておりますし、これがこのままいくな

んて一切思っておりません。伸びていけばどこかで天井にはつかえるというのも当たり前のこ

とでありますから、それに向けた対応を、常に考えていかなければならんだろうというのが私

の考え方でございます。 

また清里焼酎どちらかというと全道規模での販売がまだまだ多いわけでありますが、徐々に

全国展開ということで、東京それから大阪方面へも、出荷をしているというのが状況でござい

ます。まだまだそちらの量は、そんな大きくはありませんけれども、徐々にそういう体系がで

きてくるだろう。そうした中で、やはり何といっても東京であり、大阪の６大都市圏だと。首

都圏で大量に飲んでいただくということになれば、いかに切り込んでいくかということの戦略

が必要になってくるんだろうなというふうに思っております。 

ただ私どもの製造能力は、先ほど言いましたように最大なんぼ逆立ちしてやっても２００キ

ロリットル以上は絶対に作れない。まして樽貯蔵とかそういうことになれば、樽の部分の受注

が多いわけでありまして、通常分が比較的少ない、樽に偏っている状況の中ではこれ以上も伸

ばしていくのがかなり難しくなってくるという状況にありますから、全体の種類のそういう一

つ一つの銘柄のバランスも考えながら進めていかないとだめだろうというふうに思っていると

ころでございます。 

そうした中で、今現在町内で販売にしているよりも町外で販売している方がはるかに多いわ

けでありまして７割強が町外の販売となっております。そうしたときにある一面、雇用との先

ほどありました考え方もありますように地元で消費してやっている間は地元の中だけで回りま

すから、これはどう転がしてみても１００は１００で回ってきますけれども、それがやはり町

外との形になってきますと一定のそのバランスをしっかりとっていかないと、こちらの方から

プレミアムをつけていくということも大事なこともありますけれども、それだけでは到底やり
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切れなくなってまいりますし、収支も合わなくなるということになりますので、当然そこら辺

を加味した中での価格の設定と、そういうものも十分に考慮をしていかなければならないとい

うふうに考えております。 

そしてそういう中で、地域にいかに地域外のお金を導入してくるかということも極めて大事

なことであります。１つの器の中で何ぼ転がしてもその中で終わってしまいますが、そこに違

うお金を、地域外のお金をいかに入れてくるかということが非常にこれから大事になってくる

だろうなと。ただしそのときに御指摘をいただいとように、プレミアムを付けて出したんじゃ

意味がないという部分でありますので、十分にそこら辺の検討考慮を加えながら価格設定にお

いても、今後対応できるように進めて参りたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜

りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 まさしく製造量がある程度限られてくるということと、地域外からの経済効果ということの

大切さについては十分理解して、ここが一番大切な部分なんだろうと思っております。要する

に我々はここで働いた部分が、どうやってそこに投資して、どういうリターンがあるのかって

いうことが、ここの町の持続的なことで大変大切なことなんだろうと思います。 

その中で、この焼酎。自治体が始めた全国唯一のことですっていう回答の中で、民間ができ

なかったから自治体がやったという部分も継続して民間がどこかできますかってなると地元で

形を全部つくりました。継続してやってくださいって言っても決してできるものではないのも

現実なんだろうと思います。むしろ、民間をどうやって育ててきたのかっていうと、これは皆

無である。焼酎事業としてさらなる民間がどうやって関わるかということをやってこなかった

のも現実なんだろうと私は理解しております。大切なのは、この町の企業として、事業は企業

として役割を果たしていくべきなんだろうと思います。企業誘致の第一は、利益の創出であり

ます。利益を出し、そしてそこにある雇用税負担を通じて自治体へ貢献するというのが企業誘

致の最大のことです。まさしくこの事業がそれと全く同じことにならない限りは決してプラス

になってこないんだろうと私は思っております。どうしてできないんだろうか。販売戦略、販

売方法の考え方について、新しく知恵と工夫がされてきてないんだろうと思っているんです。

新しい知恵を入れていく工夫がされてきたんだろうか。あくまでも職員の中で人材確保をして

きた。まさしくこの業界に精通したいろんなことのこの酒蔵に関するいろんな知恵を持ってい

る方、販売に対することの知識を持った方、いろんな方が世の中にたくさんおります。この辺

の事をどのように捉えてきたのかということも１つ聞きたいことであります。 

この辺の整理整頓と将来に向けた販売、今までの目的の特産品、町のＰＲじゃない、あくま

でもわずかでもいから利益を出すということが最大の目標であり、目的はその利益がこれから

かかります教育医療、介護、この辺に何らかの形で貢献していくということが最大の目的なん

だろうと思います。これは将来に向かってすぐにできることではないんです。ただ、将来に向

かっての目標の部分、その目的、目標にどれだけ近づいていけるか、どういう方法があるのか

っていうことが大切なことだと思いますが、その辺の考えについてお聞きしたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 焼酎事業の根幹に関わるところかなというふうに思っておりますが、まず御理解をいただき

たいのは、焼酎の醸造の免許の仕組みでありますが、これは取得した人の一代ものでありまし

て、これを相手に譲るということはできません。ですから清里町の免許を今持っていますが、

誰かにやってもらおうとなれば、それは１回国税局にお戻しをしますから、そちらで勝手にと

ってくださいという譲ることができない権利であると。それとそれをこれから第三セクター方

式に切りかえるものも全く同じです。これは全く同じであくまでも清里町単独でいただいてい

るものでありまして、別組織をつくって、そこに入ってというわけにはいきませんので、清里

町の分はお返しをし、第三セクターは新たにとるですが、これからはたぶんもらえない時期で

あるということも事実かなというふうに思っておりまして、行政としても、いまだに清里町が

いただいて４０年経っても、当時の国税局の言い分では、もう二度と行政には出さないんだと。

これが最後なんだというよりもその前もないんですよ。実際はだから清里１つなんです。そう

いう流れの中で、今までも来ておりますから、多分これから申し込んでもいただくというのは

至難の業ではないだろうかと。ただ民間の場合はいただくとなれば、それはそれなりの体制が

整えばいただけると思いますが、行政ではそういう、多分もう二度と無理だと思いますし、今

までもなかったということでありますので、そういう中での仕組みになっているということを

御理解いただきたいというふうに思います。 

それからこれの事業については先ほども目的また目標も申し上げました。基本的に町のいろ

んな活性化だとかまちづくりだとかそういう部分の目的をひとつ、それと町の自慢のできる特

産品を開発していこうという考え方で進めたわけでありますので、結果としては収支のバラン

スをとると、これも本当に非常に大事なことであります。だからそれを度外視してやっていい

んだなということは全く考えておりませんが、ある１面そこら辺もその間接的効果と言われて

いる部分知名度を上げるとかそういう部分、町の自慢をつくるとか、そういう部分もご理解を

いただく中で、最終的には収支均衡のとれたあわよくば、少しは儲かるというところに踏み込

めればという思いはいたしているわけでありますが、全体としてそうゆうバランスを持ちなが

ら進めていければという思いでございます。 

今の全体の流れの中から、そしてまたうちの製造販売の規模からいっても、そこが手一杯だ

ろうと。現実的に。また新しい工事を次々と建てていけば、それはまた物流の量が変わってま

いりますから、いろんな面の展開ができるかと思いますけども、私としては、そこを今の段階

で、やる気はありません。今までも流れの中でも、やはり町の売り込みをどうしていくか。本

当にどんどんどんどんやって企業化をしていくんであれば、本来企業がやるべきと、その通り

だと私は思っておりますので、両面を兼ね備えていくとなれば、今が限度だろうというふうに

私としては思っているところでございます。結果として利益が出て、少しそれが皆さんのとこ

ろでいろんな対応対策に使っていけるようになるというのがほんとに我々にとっても夢の存在

でありまして、そういうふうになっていけばありがたいなという思いは十分にしておりますけ

れども簡単にはいかないというのも事実でありますので、そういう中で対応をさせていただけ
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ればと思います。 

また販売だとか製造戦略、商品開発いろんなノウハウが必要なわけであります。この４０年

間で、さまざまなノウハウを積み上げてきたというのも事実かなというふうに思っております。

それによって本当に当初から見れば誰にも愛してもらえるような本当にすばらしい商品が製造

をできるようになったということも事実であります。今であればどこへ出しても、押しも押さ

れもしないという自慢の商品に仕上がって参っております。これもそういう全体のそういう製

造の技術者たちの不断の努力ということでありまして、そういう面においてのノウハウの蓄積

はかなりできてきたなというふうに思っておりますけども、ただ量的な部分を含めて販売の部

分においては、やはりどちらかというと大手の販売メーカーにお願いをしてやってきた。要は

酒連・酒販というのが北海道の大手でありますから、今もそれは変わりはありません。どうし

ても途中の商取引の関係がありますんで、その大手または問屋を通さなければ、いきなり小売

店とだけを中心でやったときに、ばたっといかれたときには全くの補償がなくなるということ

になりますので、やはりある一面利益率の高い小売りに売ることも必要ですけども、やはり安

定的な部分をしっかりと押さえとくということも必要であるというようなことを含めて、その

販売部分においては大手のそういう卸メーカーの方とも十分に連携をとりながら、そうした対

応の中で進めさせていただいているというのが現実でございます。 

ただ申し上げましたように小売りに対して直接もやっていることも事実であります。それは

ある程度利益率がありますから。ある程度のバランスも組み合わせながらすべて１００％卸を

通しているというわけでもないということもありますし、プライベートのものあります。こう

いうものも含めてバランスよくやっていきたいなと、そんな思いで取り組んでいるところであ

りますし、またいろんな面での全体の業界としてのノウハウというのがそれは専門の方々もい

らっしゃいますんで、我々も４０年という経過がありますから、１つのメーカーとして今認め

られてきつつありますから、そういう中で職員同士連携をとりながら、良いところは取り入れ、

そしてまた改善をしていくというような謙虚な気持ちで取り組んでいきたいというふうに思っ

ているところであります。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今答弁にありましたあやうくば利益を、のところ、あやうくばじゃなくて、一番最初に質問

しました目的と目標、この中の目標の中を、ぜひ利益を出すんだということからも、そういう

段階に入っていく、そういうステージに入っているんだろうと思います。 

従来の開発期、あるいはそれを継続した成熟期からまた、新たな販売戦略に取り組んだ時点

できちんと利益を出すという１つの目標に向かっていただきたい。そのためにはどんな方法が

あるのかということが、そこから出てくるんだろうと思います。ここを力強く言う理由は、こ

の焼酎がこれからも未来永劫持続していただきたい。やはりうまくいかなかったんで終わりま

したじゃない。これから量は増えなくても結構です。町の特産品として町民が胸を張っていけ

る、これでも十分。その中にはやはり利益をこだわっていただきたいと思っております。それ

はなぜかというと、これから始まる設備投資があります。設備について先日も確認させていた
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だきました。あくまでも食品衛生上の商品であります。万が一事故があったら困るんですね。

この部分については下り坂を転がる以外になくなってくる、食品ということが。その重要な部

分に問題がありますよということも当事者は解ってきているんだろうと思います。今すぐ手を

つけなきゃならん設備については現場が一番解っているわけです。予算がないからやらんとい

うことじゃない。すぐに手をつけなきゃならんことだけはしっかりやっていただきたい。あく

までもこれからいろんな形の設備投資が始まるんですけども、商品に濁り、異物が混入すると

かいうことはあってはならないことになります。あくまでもここの施設はすべて人海戦術で動

いている機械に等しいわけです。人海戦術というのはやっぱり間違いも起きるんです。間違え

を少なくするための補填する設備。そのためには、販売どれだけの量を適正に在庫して適正に

製造し販売していくのか。販売能力と関わって、それに対する新しい設備が必要なんだろうと

思いますが、決して今すべて出されている将来計画という中の更新優先度は、非常にみんな高

いわけですけども、その中でも商品の安全ということに関しては最優先で取り組まなきゃなら

ん部分があるように見てきました。これについてはどれだけ勇気をもってやっぱり議会にやっ

ぱり提案するべきなんだろうと思います。これは非常に大事なんだよっていうことを当事者は

一番解っているわけです。これは将来を持続するために必要な設備投資だけは何が大事なのか

という見極めだけはしていただきたいと思っておりますんで、ぜひその辺のことをもう一度一

番大事なことは利益を上げるためにどういう生産体制を組むのか、その生産体制の一番最優先

は、いかに商品を安全に製造するのかということが一番大切になってきます。何もかもなくし

ちゃうと何もなりません。その辺だけをもう一度確認させ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） 

 焼酎の製造、食品の飲食の製造業でございますから、食品の製造にあたっての衛生管理安全

管理と本当に大切なことでありまして、メーカーとしてこれが崩れた時には、大変な状況にな

るというのも各所で起きておりますし、十分に認識をいたしているところでございます。基本

的に今までも最善の注意を持ちながら製品製造を行ってきたわけでありまして、おかげさんで

大きな事故もなく、今日を迎えているわけであります。ご指摘のように設備関係もそれなりの

経年をいたしておりますから、そういう部分での注意を怠らないようにやっていきたいと思っ

ております。できればほんとに万全なものにすぐにでも取りかえていければなお安心安全かな

というふうに思っていますけども一定の期間での製造でありますから、そんなに簡単に設備を

取り替えていくということにもならないのかなと。やはり注意力を持ってより安全安心を追求

しながらやっていくというのが第一かなというふうに思っております。 

ただ、どうしても修繕をしなければならん、とり替えなきゃならん。これがなければ致命的

なことになるという部分については今までも対応してまいりましたし、これからも同じような

対応をしていきたい。その場合において、どうしても焼酎会計上だけでならないという場合に

おいては安全管理を守るために食品の衛生上からも一般会計での繰入れもお願いするというよ

うな場面もあるかもしれませんが、基本的には一般的な収支の部分の中で対応ができるような

収支のバランスを図りながら考えていければなというふうに考えているところでございます。 
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お話をいただきましたように食品でありますから安全、安心そして衛生管理万全に粗相のな

いように進めていけるように職員ともどもこれからも引き続き努力をしてまいりたいというふ

うに考えるところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 ぜひ設備投資の中で一番大事な部分についてはその対応、そこの部分だけの対応じゃない、

将来生産性のことを考慮した設備投資に十分の検討をしていただいて設備投資をしていただき

たいと思っております。 

その中で大事なこと、先ほどから何度も言っていますけども利益をどうつくるのかというこ

と。この理解がなければ町民の設備投資、これからどんどん始まる設備投資に理解がされない

ことなんだろうと思いますので、是非利益についてはこだわって計画、目標を立てていただき

たいと思っております。そのためにはどういう方法があるのかというと、従来と同じ経営計画

ではだめなんだろうと思っております。町長のぜひ個人的にでも構いません。最初いろんなと

この意見や何かをできる経営の諮問機関だとかそういうことも必要なんだろうと思いますので、

ぜひ新しい知恵をその中に入れていただきたいと思っています。 

で、ひとつ先日発表になりました上位５０社のランキングという発表があったわけですけど

もトップとどのぐらい違うのかというと６００分の１ぐらいですね。清里の金額が６００分の

１ぐらい。あくまでも霧島酒造さんですか、ここがなんといってもみんな下がっていると言い

ながら３年連続ずっとトップの座をいっているわけですけども。この中でおもしろい、おもし

ろいと言いますか、こういう言葉が出ています。快進撃が続いているブランド戦略を教えてく

ださいというインタビューの中で、焼酎の役割は美味しい食事を引き立てる作業が第一なんだ

と。焼酎の役割はおいしい食事を引き立てる作業、この本質を理解しなければ、焼酎産業に関

わってはならないと思います。というのがコメントでありました。焼酎の役割は美味しい食事

を引き立て役のものだという考え方、この本質を理解しないで焼酎産業にかかわってはならな

いという言い方をされているんですね。食後に飲むブランデーのように酒そのものが主体でな

いですよ。焼酎はあくまでも食事を引き立てる作業の１つなんだという言い方が、食事中に焼

酎を飲むことで口をさっぱりさせるだとか、私も余り焼酎飲まないんで理解してない部分。改

めてそういう楽しみ方といいますか、それがあるのかなというのが１つ。そこで、日ごろから

利益率約１５％人件費率５％以内に抑えるように、これは非常に大事なんだということを言っ

ているんですね。やっぱり利益を出すことによって次の設備投資ができるんだ。だからあくま

でも清里焼酎は、固定資産もかかりません。減価償却していく、設備投資についても別途予算

中で、町長先ほど言われましたように、利益の中から設備投資ができ、これが非常に望ましい

形なんですが、それを言っていたら次の段階にもいけないのも現実なんだろうと思います。そ

れは、大切な設備投資はそうは言ってない、町の特産品として根強く継続されていただかなけ

れば困ることですから、それは、やむなく繰入金という方法もあるわけです。しかし本質的に

はどうやって利益を出すかということをやはり最後までこだわっていただきたいっていうのが

私の意見でございます。是非これからも持続可能な焼酎に育っていただきたいんだとそのため
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にはわずかでもいいですから目的目標を、利益を出す、どうしたらできるんだという工夫、そ

の中に、利益を出すためにどういう設備が必要になったということを真剣に検討していただい

て、そう急な対策を打っていただきたいと思います。その件に関して最後に答弁いただければ

と思っています。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 焼酎醸造の利益と収支のバランスの関係でありますけど、基本的に申し上げているように収

支のバランスは目指していかなきゃならんと、これはもう第一的に考えております。というこ

とはバランスでありますから、収支とんとんになる最低でもですね、そこを目指すということ

はそれを超えると利益に繋がっていくというところに。基本的に利益の追求も必要だというふ

うには思っておりますが、まずそこに至るまでのバランスをまずとることを早に優先をさせて

いかなければならんだろうという意味でもございます。そして当然行政の場合は、利益だけで

はなくて、それに先ほど来何回も申し上げていますように、特産品として、地域おこしとして

まちおこしとして活性化の１つの手法としての焼酎事業でもあるという付加的なものも間接的

効果も狙っていくという形になろうかと思います。そんなことを含めながら、これからの醸造

事業、引き続き持続的そして安定的にやっていけるように計画をしていきたいというふうに思

っております。 

また焼酎そのものというのはやはり嗜好品でありますので、今例として霧島酒造の社長さん

の方が食事と考えたそういうものでなければ、これからそういうものはのっていかないよとい

うお話で、まさにそのとおりかなと。どっちが主になるのかわかりませんけど、やはり肴とい

うのは酒のつまというのがありますんで、やはりそれとのセットで食とあわせていけるような、

それにあうような食も本来的には一緒になって開発していくというのが大事なのかなというふ

うに思っていますが、二頭を追う者は一頭も得ずということもありますので、とりあえずはま

ずアルコールのわが清里焼酎をいかに愛飲していただけるかと。そうしたらそういう品物にど

ういうふうに品質向上をしながら、安心安全に飲んでいただけるかというようなことのために

努力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。 

これからもいろんな面で調子の良い時もあれば、悪いときもあると。これはあくまでも商品

としての販売でありますので全体の世の中の流れそのものもありますしまだまだ努力をしなけ

ればならんところがたくさんあるかと思いますが、職員あげて我が町の焼酎に胸を張って我が

町にはとこういうふうに言えるような、そしてそれもきちっと収支のバランスが図られるよう

なそういうような製品として定着するように、我々としても最大の努力を積み重ねていきたい

と考えているところでありますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。時間が。 
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○３番（河口高君） 

 最後に一つだけお願いをして終わらせていただきたいと思います。まさしく４０年という歴

史の蔵元であります。この蔵元に見学に来られる人もかなり大勢いらっしゃいますので是非こ

の焼酎工場が価値あるものって言いますか、そこの付加価値をぜひ上げていていただく努力も

一緒にしていただければと思います。また一部提案ありますが、きよ～るとの中間の空間ゾー

ンの外構構成ですけども、これについてはやはり焼酎の部分がやっぱり主なんだろうと思いま

すので、ぜひ限られた資本投下の中で、ある程度この辺焼酎最優先の形をとっていただければ

と私は思っておりますので、今後とも持続可能、しかも利益が上がる工夫を是非していただき

たいと思います。以上で私の質問を終わらしていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで河口高君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。ここで２時１５分まで

休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

再開 午後 ２時１５分 

 

●日程第１２ 議案第３８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第３８号 清里町農業委員会委員定数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。農業委員会事務局長。 

 

○農業委員会事務局長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第３８号 清里町農業委員会委員定数条例の制定について提案

理由のご説明を申し上げます。議案書を１枚お開きください。 

今回の条例制定は、今年４月１日から施行されました農業委員会等に関する法律の一部改正

により、農業委員の選出方法を現在の公選制から市町村長の議会の同意を得た任命制へ移行す

るために現在の選挙と選任による委員の定数条例を任命制に適応した新たな定数条例としたも

のです。条例の内容について御説明申し上げます。 

第１条は、農業委員会等に関する法律の規定に基づき委員定数を定めるものとしております。

第２条は、その委員定数を１４人としております。附則といたしましては、施行期日を公布の

日からとし、経過措置として、現在の委員の任命満了日までは現在の条例の効力を有すること

としております。以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 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。討論は、ありませんか。 



 44 

（「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３８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３８号 清里町農業委員会委員定数条例の制定は原案のとおり可決され

ました。 

 

●日程第１３ 議案第３９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 議案第３９号 網走地方教育研修センター組合規約の一部を変更する規約を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今上程されました、議案第３９号 網走地方教育研修センター組合規約一部を変更する

規約について提案理由の説明を申し上げます。網走地方教育研修センターにつきましては、オ

ホーツク総合振興局管内の市町村が共同して行います教職員の研修並びに研修に関する調査研

究を実施するための機関としてオホーツク管内各市町村により、一部事務組合が運営を行って

いるものでありまして、その規約の変更につきましては地方自治法第２８６条第１項の規定に

より議会の議決を求めることになってございます。議案書を１枚おめくりください。 

今回の改正につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、

教育委員会制度が変更されたことから、新教育長の設置及び任期並びに文言等の整備をするた

め組合規約を変更するものでございます。それでは別冊の審議資料によりご説明申し上げます

ので、平成２８年第３回清里町議会定例会審議資料をご用意ください。 

審議資料１ページ、新旧対照表をご覧ください。改正後の規約でご説明を申し上げます。第

１１条におきまして、第２項中、教育委員会の委員の教育委員会の教育長及び委員に改めます。

改正前の規約第３項に規定の処理を行う事務の条文の変更及び文言を整理しまして、改正後第

４項として繰り下げ第３項に教育長及び委員の任期についての条文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、北海道知事の許可のあった日からと規定す

るものでございます。以上で議案第３９号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。討論は、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３９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３９号 網走地方教育研修センター組合規約の一部を変更する規約は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第４０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 議案第４０号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（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。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、議案第４０号 平成２８年度清里町一般会計補正予算第４号につき

まして提案理由の説明を申し上げます。補正予算の総額は、１条第１項記載のとおり、歳入歳

出それぞれ２千５６３万９千円を追加し、予算の総額を、５１億６千３０３万３千円とするも

のでございます。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明を申し上げ

ます。 

それでは歳入歳出補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。はじめに今回補正提案

させていただく、主な事業の内容につきましてご説明申し上げますので、別冊の審議資料を御

用意ください。審議資料の４ページをお開きください。 

補正予算の主な事業についてご説明いたします。補正額内の上段のカッコ内の数字は、補正

後の該当事業の予算総額であり、財源につきましては資料に記載しておりますので、説明を省

略させていただきます。 

２款総務費、一般管理費の自治体情報セキュリティ強化対策事業につきましては、番号法及

びサイバーセキュリティ基本法に伴う国・道との情報連携開始に向けた新たな接続申請、点検

審査をクリアするための規定、ガイドライン等を整備するための業務委託料として３００万円

を計上するものでございます。ふるさと特産ＰＲ事業につきましてはポータルサイト掲載によ

り委託事業と連携を図りながら本町の魅力を発信し、認知度向上を目指しあわせて、返礼品を

拡充させ特産品の販路拡大及び観光客の誘致などを進めることを目的に１千万円程度のふるさ

と納税を見込み、業務の委託料として６３０万円を計上するものでございます。財産管理費、

江南研修センター、駐車場排水施設補修事業につきましては研修センター駐車場の汚水排水溝
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周辺の沈下により排水等に支障を来していることから補修工事を行うもので１６７万４千円を

計上するものでございます。 

３款民生費、社会福祉総務費の難病者支援事業につきましては、小清水赤十字病院人工透析

患者バス運行終了に伴う難病者等通院交通費扶助経過措置事業のため委託料、交通費助成に係

る扶助費合わせて１２１万５千円を計上するものでございます。老人福祉費ケアハウス整備事

業につきましては、ケアハウス建設予定地に係る樹木の移設工事経費としまして１２０万円を

計上するものでございます。５ページをご覧ください。老人福祉施設整備補助事業につきまし

ては、特別養護老人ホーム発電機整備にかかる設計事業の補助といたしまして１３０万円を計

上するものでございます。 

４款衛生費、各種医療対策費、国民健康保険事業特別会計繰出事業につきましては、事業の

執行増により規定に基づき一般会計より国民健康保険事業特別会計に繰り出しを行うもので５

０９万３千円を計上するものでございます。 

１２款災害復旧費、８．２０災害復旧事業費、農地災害復旧事業復旧補助事業につきまして

は、このたびの災害により被害を受けた農地の復旧工事を実施する農業者に対し、事業費の２

分の１以内を補助するもので３００万円を計上するものでございます。 

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

し上げますので、別冊の補正予算に関する説明書を御用意ください。ピンクの中紙が３枚あり

ますが、その３枚目、一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書第４号にてご説明を申し上げま

す。３ページをお開きください。３の歳出よりご説明申し上げます。なお、審議資料にて御説

明申し上げました事業につきましては、説明を省略させていただきますのでご了解をいただき

たいと存じます。なお慣例により目ごとの説明とさせていただきます。 

２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費９７５万円につきましては、議員両常任委員

会の道外所管事務調査実施に伴います随行職員２名分の旅費としまして４５万円、委託料につ

きましては審議資料で説明いたしましたので省略させていただきます。２目財産管理費１６７

万４千円につきましては説明を省略させていただきます。７目防災対策費、８０万円につきま

しては災害対応に備えた水中ポンプの購入経費として計上させていただきます。１５目行政情

報システム管理費５４万円につきましては、マイナンバーに対応した源泉徴収票を整備するた

めのシステム改修経費として計上をさせていただきます。４ページをお開きください。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費１２２万１千円につきましては、審議資

料で説明させていただきました難病者支援事業に係る委託料扶助費と平成２７年度の臨時福祉

給付金の実績に伴う返納金として６千円を計上するものでございます。２目障害者自立支援費

８万４千円につきましては、当該事業負担金の精算に伴う、過年度返納金として計上するもの

でございます。４目老人福祉費２５０万３千円につきましては、先に審議資料で説明いたしま

したケアハウス建設予定地樹木移設工事及び老人福祉施設整備補助と低所得者保険料軽減事業

につきましては実績精算に係る過年度返納金３千円を計上するものでございます。５ページを

ご覧ください。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費９７万４千円につきましては、平成２７

年度実績に伴う児童手当交付金の過年度返納金８１万円と子ども子育て支援交付金の過年度返

納金１６万４千円を計上するものでございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費につきましては、先に審議資料にてご説

明申し上げましたので省略をさせていただきます。１２款災害復旧費、１項災害復旧費、２目
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８．２０災害復旧事業費につきましても同様でございます。 

それでは歳入についてご説明申し上げますので１ページにお戻りください。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の内訳についても詳細科目が記載してお

りますので、総括表にて概要の説明のみ説明をさせていただきます。 

９款地方交付税１８款諸収入につきましては一般財源でございます。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。討論は、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４０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４０号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第４号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第４１号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第１５ 議案第４１号 平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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４１号 平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

第１号について提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は第１条第２項に記載のとおり２千３５８万６千円を追加し、予算の総額を、４

億５千３６５万７千円とするものです。第２項につきましては別冊の補正予算に関する説明書

により後ほどご説明いたします。 

今回の補正は歳入にあっては、今年度の介護保険給付費の当初申請額確定による国庫負担

金・道負担金及び支払基金交付金の介護給付費負担金負担額の増額、歳出にあっては平成２７

年度の介護給付費及び地域支援事業の確定による国道支払基金の返納等の精算及び繰越額の確
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定等を行うもので、歳出の額を超える歳入の増額分にあっては地域密着型介護給付費に充てる

ものです。平成２８年度補正予算に関する説明書でご説明いたしますので薄茶色の表紙、介護

保険事業特別会計事項別明細書をご覧ください。 

歳出からご説明します。９ページをお開きください。第１款総務費、２項賦課徴収費、１目

賦課徴収費６万円の補正は被保険者の所得構成等により、介護保険料の減額が生じた際に支出

する過年度還付金を増額するもので、財源は記載のとおりであります。 

第２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、２目地域密着型サービス給付費は歳入の増額

分を今後のサービスの伸びを勘案し、地域密着型サービス給付費負担金に１千２４７万円を増

額するもので、財源は記載のとおりであります。 

第４款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金の補正は、前年度繰越金の一部４８５

万４千円を基金に積み立てるものであり、財源は繰越金です。次のページをご覧ください。 

第６款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目還付金６０２万２千円の補正は、平成２７年

度介護給付費及び地域支援事業補助金の確定による精算の結果超過交付を国、北海道支払基金

に返納するものであります。財源はすべて繰越金であります。 

次に歳入につきましては総括表で申し上げますので、７ページにお戻りください。 

３款国庫支出金、４款道支出金、５款支払基金交付金は特定財源で８款繰越金は一般財源と

なっております。以上で補正予算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。討論は、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４１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４１号 平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第１６  議案第４２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 議案第４２号 平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算第 2

号を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 
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○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今上程されました、議案第４２号 平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

予算第２号につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ５５３万１千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ８億５千７６５万２千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、前年度繰越金の確定及び前年度医療費の確定に伴う負担金交付金の返納金に

ついて補正を行うものでございます。それでは別冊の平成２８年度補正予算に関する説明書の

黄色の中表紙、国民健康保険事業特別会計事項別明細書の１２ページをお開きください。 

それでは歳出よりご説明いたします。１１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償

還金の５５３万１千円につきましては前年度の医療費確定に伴う、負担金交付金の清算により

返納金額が確定いたしましたので療養給付費負担金返納金といたしまして４６５万３千円、退

職者医療交付金返納金として８７万８千円を補正するものでございます。 

歳入につきましては上段でお示ししているとおり、特定財源であります繰入金５０９万３千

円と一般財源であります繰越金４３万８千円を補正するものでございます。以上で提案理由の

説明といたします。 

 

○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。討論は、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４２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４２号 平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７  議案第４３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１７、議案第４３号 平成２８年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 



 50 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今上程されました、議案第４３号 平成２８年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予

算第１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５万２千円を追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ６千５４３万１千円とするものでございます。第１条第２項につきまし

ては、後期高齢者医療特別会計事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い補正を行うものでございます。それでは別冊の平

成２８年度補正予算に関する説明書緑色の中表紙、後期高齢者医療特別会計事項別明細書の１

４ページをお開きください。 

歳出からご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、

事業に要する消耗品として５万２千円を増額補正するものでございます。 

歳入につきましては上段でお示ししているとおり一般財源であります繰越金５万２千円を補

正するものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○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。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

これで討論を終わります。 

これから、議案第４３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４３号 平成２８年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第１８ 議案第４４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１８ 議案第４４号 平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 
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○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第４４号 平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１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４０１万７千円追加し、予算

総額を６千６９０万円とするものです。第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説

明申し上げますが、今回の補正は、平成２７年度決算書に伴います繰越金の確定による調整措

置として基金への積立を行うものです。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の

１６ページをお開きください。 

歳出よりご説明申し上げます。４款基金積立金、１目積立金につきましては４０１万７千円

を積立てるものです。歳入につきましては、４款繰越金であり、補正額は４０１万７千円であ

り、補正後の繰越額は５５１万７千円となります。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。 

（「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。討論は、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４４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４４号 平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１９  議案第４５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１９ 議案第４５号 平成２８年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第４５号 平成２８年度清里町農業集落排水事業特別会計補正

予算第１号につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 
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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４７８万４千円追加し、予算

総額を１億８７万２千円とするものです。第２項につきましては、後程事項別明細書により御

説明申し上げますが、今回の補正の内容は、平成２７年度決算書に伴います繰越金の確定によ

る調整措置及び施設需用費と工事請負費の補正を行うものです。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１８ページをお開きください。 

歳出よりご説明申し上げます。１款総務費、２目施設管理費１７８万４千円の増額は、処理

施設における機器類の修繕料として増額補正するものです。 

２款事業費、１目農業集落排水事業費につきましては、住宅の新築に伴います下水道接続の

ための公共升の設置工事費を増額補正するものです。 

歳入につきましては、４款繰越金であり補正額は４７８万４千円であります。補正後の繰越

額は６２８万４千円となります。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。 

（「質疑なし」との声あり） 

○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。討論は、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４５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４５号 平成２８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。 

 

●日程第２０ 議案第４６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２０ 議案第４６号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第４６号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第１

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６０４万９千円を追加し、予
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算の総額を、１億２千４３０万４千円とするものであります。第２項につきましては、後ほど

別冊の清里焼酎事業特別会計事項別明細書により説明申し上げます。 

今回の補正は、平成２７年度繰越金の確定に伴います所要経費の補正を行うものであります。

それでは歳出から説明いたしますので、別冊の補正予算に関する説明書のうぐいす色の仕切り、

清里焼酎事業特別会計の事項別明細書の２０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６０４万９千円の増額は、焼酎醸造事業費で焼酎

醸造に係る消耗品及び樽焼き直しに係る修繕料と汚泥引き抜きの増加に伴います手数料の増額

補正を行うものであります。次に歳入につきまして説明いたしますので、１９ページにお戻り

ください。 

歳入につきましては、総括表で説明いたします。 

３款繰越金につきましては、平成２７年度繰越金の確定により６０４万９千円を増額補正す

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。討論は、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４６号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４６号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第６ 議案第４７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２１ 議案第４７号 自治体情報セキュリティ強化対策インターネット機器購入契約

の締結の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。総務課主幹。 

  

○総務課主幹 

 ただ今上程されました、議案第４７号 自治体情報セキュリティ強化対策インターネット機

器購入契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。 

本件につきましては、条例の定めにより議会の議決を求めるものでございます。契約の内容
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は、自治体情報セキュリティ強化対策インターネット機器購入でございます。 

概要につきましては、マイナンバー制導入によるものであり、来年平成２９年７月以降国の

情報提供ネットワークシステムに接続するにあたり、特定個人情報が漏えいしないように国の

安全管理方針に基づきインターネット機器と一般事務用機器とを分離するために、必要な機器

の購入をするものでございます。 

なお本件につきましては、平成２７年度繰越事業でございます。契約の方法は指名競争入札

であり、契約金額は９９９万４３２円となっています。なお予定価格は１千１０万８千８００

円でございます。契約の相手方につきましては、斜里町字豊倉６２番地８、有限会社片山電気

商会であり、納入期限は平成２８年１２月１０日でございます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ちょっと１点だけお聞きしたいと思います。 

今回のマイナンバー制度の導入におけるセキュリティ強化対策インターネット機器購入とい

うことで、金額云々は別にして、問題は国の一方的な形の中でマイナンバー制度を取り入れて

セキュリティの関係については、自賄いしなくちゃいけないようなことになっているのか。交

付金とかの措置がされているのかどうか。ちょっとお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課主幹。 

 

○総務課主幹 

 全額、町負担ではなく一部補助金が入っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 どのぐらいの割合ですか。 

 

○総務課主幹 

 確認します。 

 

○６番（勝又武司君） 

 正確にはいいです。大体で。 
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○議長（田中誠君） 

 総務課主幹。 

 

○総務課主幹 

 国の割合によって決まっておりますので、後で説明することでもよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかに。 

（「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。討論は、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４７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４７号 自治体情報セキュリティ強化対策インターネット機器購入契約

の締結については、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２２ 議案第４８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２２ 議案第４８号 緑スキー場圧雪車購入契約の締結についてを、議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今上程されました、議案第４８号 緑スキー場圧雪車購入契約の締結につきまして提案

のご説明を申し上げます。本件につきましては、条例の定めにより議会の議決を求めるもので

ございます。 

契約の目的は、緑スキー場圧雪車購入であります。購入する圧雪車は、イタリヤのプリノー

ト社製のゲレンデ圧雪車でございまして、排気量５１００cc、乗車人員２名、排雪マスターブ

レード、油圧ポンプ式パワーテーラー搭載車両でございます。 

契約の方法は、随意契約であり契約金額は２千５３８万円でございます。なお、予定価格は

２千５８５万５千２００円でございます。 

契約の相手方は、北見市東相内町９３４番地３、北海道川崎建機株式会社北見支店であり納

入期限は平成２８年１２月５日でございます。以上で説明を終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「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。討論は、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４８号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４８号 緑スキー場圧雪車購入契約の締結については、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第２３ 認定第１号 ～ 日程第２９ 認定第７号 

○議長（田中誠君） 

 ここで、議事の都合上、日程第２３ 認定第１号 平成２７年度清里町一般会計歳入歳出決

算認定についてから、日程第２９ 認定第７号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳

出決算認定についてまで、都合７件を一括議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 審査の方法については、議会先例により提案理由の説明を省略し、議長と監査委員を除く全

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査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、議長と監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上審査することに決定しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

  

○議長（田中誠君） 

 休憩中に決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選を願います。 

 

休憩 午後 ３時００分 

再開 午後 ３時１０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。 

先ほど議案第４７号の自治体情報セキュリティ強化対策の補助についてわかりましたので、

総務課主幹の方から報告願いたいと思います。 

 

○総務課主幹 

 お時間をいただき、大変申し訳ありませんでした。先ほどいただきました勝又議員からの御

質問に対し、答弁させていただきます。先ほどありました国の財源につきましては、平成２７

年度の繰越事業であります自治体情報セキュリティ強化対策事業につきまして、国庫支出金と

してなされているものであります。 

事業費につきましては、セキュリティ強化対策の委託料４千４８３万３千円及び備品購入費

２千２２０万１千円。これは先ほど提案しました備品が含まれております。合計６千７０３万

４千円に対しまして、国庫の補助があったものであります。内訳につきましては一般財源とし

て５千６３８万４千円、国庫支出金としまして５３５万円。あと起債が５３０万円あります。

国庫支出金の補助割合といたしましては、全体事業費の８％となっております。以上説明を終

わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。 

 決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告いたし

ます。委員長 村島健二君。副委員長 池下昇君。以上のとおり報告がありました。 

 なお、審査の日程は本日１２日及び１３日、１５日、１６日の４日間に決定したとの報告が

ありましたので、お知らせしておきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 決算審査特別委員会が終了するまで、休会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、決算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会とすることに決定しました。 

休会 午後 ３時１３分 
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平成２８年第３回清里町議会定例会会議録（９月１６日） 

 

平成２８年第３回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  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    ９番  田 中   誠 

    ４番  前 中 康 男     

    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。 

    １番  伊 藤 忠 之    ５番  池 下   昇  

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ９番  田 中   誠 

    ４番  前 中 康 男     

     

４．欠席議員は次のとおりである。 

    ６番  勝 又 武 司 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし   

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   澤 本  正 弘 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 
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    産 業 建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

    焼 酎 醸 造 所 長   二 瓶  正 規 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 教 育 課 長   伊 藤  浩 幸 

    農業委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    澤 本  正 弘 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長     小 貫  信 宏 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   認定第１号～認定第７号 決算審査特別委員会審査報告 

   意見案第 ６号  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意

見書について 

   発議第  ２号  議員の派遣について 
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                                                       開会 午後 ３時０５分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただ今の出席議員数は８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２番 堀川哲男君、３

番 河口高君を指名いたします。 

 

●日程第２  認定第１号～認定第７号（決算審査特別委員会審査報告） 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、認定第１号 平成２７年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定

第７号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件を一

括議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長  村島健二君。 

 

○決算審査特別委員長（村島健二君） 

 平成２８年９月１２日、第３回清里町議会定例会において、決算審査特別委員会に付託され

た平成２７年度清里町一般会計及び特別会計決算認定について、審査の結果次のとおり決定し

ましたので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。 

１．審査案件。 

認定第１号 平成２７年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について。 

認定第２号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第３号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第４号 平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第５号 平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第６号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第７号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

２．審査期日。平成２８年９月１２日、１３日、１６日の３日間。 

３．審査の結果。各会計とも認定すべきものと決した。 

４．委員会の意見。平成２７年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算について、審査を行

った結果、各会計はそれぞれ適正に予算執行及び事務処理が行われており、所期の目的が達成

されたものと認める。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標においても、引き続き健全財

政を維持していると判断するが、町税・使用料等の自主財源は人口減少や景気低迷等により大

きな伸びは期待できないところである。また、主要財源である地方交付税においても年々減額

され、国の財政状況や政策等による影響も懸念される。今後も、社会保障費の増大が予想され
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ることから、将来を見据えた計画的、効率的な財政運営に努めてまいりたい。ついては、今回

の決算審査特別委員会での意見等を十分検討され、明年度以降の予算編成や行政運営に生かさ

れるよう望むものである。 

 以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

委員長報告に対する、質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○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、一括採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、これから認定第１号から認定第７号まで一括して採決を行います。この採決は、

起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は認定です。委員長の報告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、認定第１号 平成２７年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第７号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件は

委員長の報告のとおり、認定することに決定しました。 

 

●日程第３  意見案第６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３ 意見案第６号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 産業福祉常任委員会提出の意見案第６号を説明します。 

意見案第６号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書につ

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

とする。 

平成２８年９月１６日提出、提出者 清里町議会産業福祉常任委員会委員長 前中康男。 

次のページをお開き下さい。前文を省略し、記以下の内容を説明します。 

 １ 「森林環境税（仮称）」等を早期に創設し、森林の整備や木質バイオマスの有効利用など、
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森林吸収源対策を推進すること。 

２ 森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の安定化

を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。 

３ 森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を

十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みに対する支援

措置を充実・強化すること。 

 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。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 この意見案については、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６号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書についてを採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第６号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求め

る意見書については、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 ただ今、可決されました意見書の提出先並びに内容の字句等については、その整理を要する

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

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

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

ました。 

 

●日程第４  発議第２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第４ 発議第２号 議員の派遣についてを議題とします。 
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○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

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

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

●閉会・閉議宣告 

○議長（田中誠君） 

 これで、本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。 

平成２８年第３回清里町議会定例会を、閉会します。ご苦労様でした。 

 

閉会 午後 ３時１６分 

 


