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平成３０年第３回清里町議会定例会会議録（６月２０日） 

 

平成３０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。 

    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 

   

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 

           代 表 監 査 委 員   篠 田 恵 介 

           農 業 委 員 会 長   森  本    宏 

           選 挙 管 理 委 員 長   工 藤 特 雄 

           副 町 長   宇 野  充 

           総 務 課 長   伊 藤 浩 幸 

           企 画 政 策 課 長     本 松 昭 仁      

           町 民 課 長   河 合 雄 司 
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           保 健 福 祉 課 長   野呂田   成  人 

           保 健 福 祉 課 参 与      長 野 徹 也  

           産 業 建 設 課 長   藤 代 弘 輝 

           焼 酎 醸 造 所 長   清 水 俊 行 

           出 納 室 長   熊 谷 雄 二 

                     教 育 長   岸 本 幸 雄 

           生 涯 学 習 課 長   原 田 賢 一 

           監査委員事務局長   溝 口 富 男 

           農業委員会事務局長   藤 代 弘 輝 

           選挙管理委員会事務局長   伊 藤 浩 幸 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

           事 務 局 長     溝 口 富 男 

           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 １号  平成２9年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

   報告第 ２号  専決処分の報告について 

   一般質問    （3名 ５件） 

   議案第３６号  清里町子育て支援医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第３７号  清里町ケアハウス条例の一部を改正する条例 

議案第３８号  平成３０年度清里町一般会計補正予算（第１号） 

  議案第３９号  平成３０年度清里町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４０号  清里中学校グラウンド改修工事請負契約の締結について 

  意見案第２号  教職員の長時間労働解消に向け、公立の義務教育諸学校等の教育職員の

給与等に関する特別措置法（給特法）の廃止を含めた見直しを求める意

見書について 

  意見案第３号  教職員の超勤・多忙化解消・３０人以下学級の実現、義務教育費国庫負

担制度堅持・負担率１/２への復元、子どもの貧困解消など教育予算確

保・拡充と就学保障に向けた意見書について 

  意見案第４号  地方財政の充実・強化を求める意見書について 

  意見案第5号  平成３０年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

  意見案第6号  北海道主要基幹農作物種子条例の制定に関する意見書について 

  発議第 １号  議員の派遣について 
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                                                         開会 午前９時３０分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただいまの出席議員数は９名です。 

ただいまから、平成３０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） 

 議会運営委員長報告。本定例会の会期は、提案件数、議案の内容から判断して、本日１日間と

することが適当と思われます。 

以上が議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

本定例会の会期は委員長の報告どおり、本日１日間にしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

（「異議なし」）との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。事務局長に報告させます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（溝口富男君) 

 議長諸般の報告４点について御報告申し上げます。大きな１点目、議員の派遣状況及び会議行

事等の出席報告についてであります。（１）オホーツク町村議会議長会第５回定期総会について。

５月１５日興部町において開催され議長が出席しております。平成２９年度決算認定等について
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原案のとおり可決承認されております。（２）オホーツク圏活性化期成会平成３０年度定期総会に

ついて。５月２８日北見市において開催され、議長が出席しております。決算認定及び事業計画

等について原案のとおり可決承認されております。（３）北海道町村議会議長会第６９回定期総会

について。６月１２日札幌市で開催され議長が出席しております。議事の内容は会務報告書と２

ページに記載の各議長会からの提出議案１４件、並びに特別決議が提出されそれぞれ原案のとお

り可決承認され、その後記載の内容にて講演が行われております。３ページになります。（４）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をしております。 

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。（１）総務文教常任委

員会から４ページの（４）議会広報特別委員会まで記載の期日案件で会議が開催されております

のでご報告申し上げます。 

大きな３点目、例月現金出納検査の結果について。平成３０年４月分、５月分について５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。 

大きな４点目、平成３０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いただきたいと存じます。以上で報告を終わります。 

 

○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あげます。まず大きな１の主要事業報告でございます。 

１点目の会計検査院第３局環境検査課実地検査の結果についてであります。５月の２２日、清

里町役場３階各種委員会室において、①の平成２７年度清里町清掃センター長寿命化工事にかか

る循環型社会形成推進交付金事業並びに②の平成２８年度の情報交流施設地中熱利用設計工事と

平成２９年度のケアハウス建設工事太陽光架台設備に係る二酸化炭素排出抑制対策事業に対し実

施検査が行われたものでございます。検査の結果なんらの指摘事項もなく終了いたしたところで

あります。 

次に２点目の地方版図柄入りご当地ナンバーの採用についてでございます。御当地ナンバーに

つきましては、協議会構成町の斜里町、小清水町、羅臼町、標津町、中標津町、別海町そして清

里の７町の連名で地域名表示を知床とするご当地ナンバーの導入申請を行っていたところであり

ますが、国土交通省において、５月の２２日に採用するとの発表がありましたので、ここにご報

告を申し上げます。なお今後におきましては図柄入りのナンバープレートの作成に向けたデザイ

ンの募集、並びに地域名表示のＰＲ活動を進め、平成３２年度からの導入に向けた準備を協議会

とともに進めてまいります。 

次に３点目の平成３０年度オホーツク圏活性化期成会定期総会についてであります。５月の２

８日、北見市の北見プラザホテルにて開催がされておりまして記載の付議案件について審議がさ

れたものでございます。報告認定事項としては①から③におきまして平成２９年度事業報告、決
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算認定、財政調整基金の決算認定であります。それぞれ報告の認定がされたものでございます。

なお事業報告では、専門委員会の開催経過とＪＲ北海道問題に係る石北本線、釧網本線の両部会

の活動計画などの報告がされたものでございます。また、議案の①から③の平成３０年度の事業

決算、予算及び市町村負担金の３議案につきましても、原案どおり可決承認をいただいたもので

ございます。なおＪＲ北海道問題につきましては６者会談後における課題解決に向けた対応など

において、必要な時期に適宜対応するといたしまして、さらに期成会の要望についても計画どお

りに実施することで決定がされたものでございます。 

次に４点目の平成３０年度第１回国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会の結果につ

いてであります。５月の３１日、小清水町斜網地域中央管理所で開催がされており、記載の付議

案件について審議がなされております。報告事項の①から③は、平成２９年度の事業報告及び会

計決算、並びに平成３０年度予算について原案どおり報告承認なされたものでございます。議案

の①は、当該年度の補正予算でありまして前年度繰越金の確定と施設管理費の執行残について６

４万６千円の減額補正と②は本年度と平成３１年度にかかる農業水路等長寿命化防災減災事業の

実施について承認を求めたものでございまして、平成３０年度は、用水管理システムに係る管理

施設及び監視機器の追加整備事業さらに平成３１年度は管理操作制御装置の更新整備を行うとし

た計画であります。 

２ページをお開きください。５点目の北海道議会結志会地域政策懇談会についてであります。

６月の７日、網走市セントラルホテルにて開催がされております。北海道議会結志会からは網走

市選出の佐藤伸也道議会議員を初め、５名の道議会議員と北網地域の各首長及びオホーツク総合

振興局の幹部職員の出席のもとで各市・町から提出のあった要望事項について意見交換が行われ

たものでございます。清里町からは、記載の①の裏摩周・神の子池周辺の整備から⑥の道営地域

行政環境整備事業いわゆる緑ダムの小水力発電施設整備事業の実施まで各６項目について要請を

行っております。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてでございます。１点目の農作物生育状況につき

ましては、別紙によりご説明を申し上げますので最後の５ページをお開き願いたいと思います。

６月１５日現在の農作物生育状況についてであります。農業改良普及センターより報告をいただ

きましたのでご説明を申し上げます。 

まず、気象の推移と特異的な事項について前段申し上げます。今年は雪融けが早くまた春耕期

が比較的好天に恵まれたことにより播種作業も順調に進みましたが、５月上旬以降は、気温の低

下と長雨の影響を受け、停滞傾向となりました。さらに５月下旬から天候も回復し、特に６月上

旬は連続して夏日となったことなどから各作物ともにおおむね順調な生育となっておりました。

しかしそれ以降は低温に推移し、全体に生育が緩慢となっているとのことではありますが、現時

点では主要作物で概ね平年並みとのことでございます。 

それでは作物ごとに生育状況を御報告申し上げます。まず、秋まき小麦、きたほなみにつきま

しては、草丈で平年より下回ってはおりますが茎数は平年より上回っており、出穂期で１日早く

なっております。なお、低温により生育が停滞しておりまして開花期前となっているものでござ

います。次に春まき小麦、春よ恋につきましては草丈、葉数、茎数ともに平年を上回っており、

止葉期で生育の遅速はございません。なお、秋まき小麦と同様に、低温により生育が停滞してい

るとのことでございます。馬鈴薯のコナフブキでありますが、茎長は平年より上回っております

が、茎数は並みであり、生育の遅速では３日早くなっております。萌芽及び生育は平年並みとの
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ことでございます。てんさいのパピリカにつきましては、草丈、葉数ともに平年を上回っており

生育の遅速で３日早くなっております。なお活着の良否では、やや良でありまして生育は平年並

みとのことでございます。次に大豆とよみずきでありますが、茎長、葉数ともに平年を上回って

おり、生育の遅速では、出芽揃で３日早いとのことであります。出芽の良否はやや良であります

が、低温により生育が停滞しているとのことでございます。小豆のきたろまんにつきましても茎

数が平年を上回っており、出芽揃いで生育の遅速はございません。小豆につきましても出芽の良

否では、やや良でありますが、低温により生育が停滞しているとのことでございます。トウモロ

コシサイレージ用につきましては、草丈は平年を上回っておりますが、葉数は平年を下回ってお

り、出芽揃いで１日遅く生育は平年並みとなっております。次に、牧草チモシーの一番草につい

てでありますが、草丈は平年を上回っておりまして出穂初めで、生育は平年並みとのことでござ

います。以上、農作物の生育状況についてご報告をさせていただきました。 

２ページにお戻りいただきたいと思います。次に２点目の議決工事の進捗状況についてであり

ます。平成３０年度事業の６月１５日現在における工事の進捗状況でございます。 

継続事業のケアハウス建設工事、建築主体、機械設備、電気設備につきましては、それぞれ記

載の工期工事内容により実施されておりまして、各工事ともに工期内に完了をいたしたものでご

ざいます。次のケアハウス外構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

おりまして現在は排水口の施工中でございます。進捗割合で１０％となってございます。 

次に大きな３の主な会議行事等の報告についてであります。３ページをご覧ください。春のご

み０運動についてでありますが、５月の１２日道道及び町道沿線にて実施がされております。こ

の運動はまちづくり運動推進協議会との共催で毎年この時期に実施をさせていただいておりまし

て、今年度も自治会をはじめ各職域職場、団体などから全体１５９名の参加をいただき、記載の

道路沿線において、ごみ拾い清掃作業が行われたものであります。参加をいただいた皆さんに改

めて御礼を申し上げる次第であります。 

次に、札幌清里会第４１回総会についてであります。５月の１９日、札幌市の三川屋会館にて

行われております。清里町からは町議会議長、ＪＡ清里町農協参事、商工会会長、観光協会会長、

そして私と事務局員２名の計７名が参加をいたしました。なお、札幌清里会からは、中村会長以

下４２名が出席され、盛会に開催がされたものであります。役員の皆さんにはふるさと応援団の

任期が満了いたしましたので、改めて今年度より２ヶ年間ふるさと応援団としての任命をさせて

いただき、ふるさとの宣伝、ＰＲ活動を要請したところでございます。なお町と議会からは、ま

ちづくりに関する情勢と各関係機関からはそれぞれの関係機関の活動状況等の報告が行われてお

りまして、盛会の内に終了をいたしたものでございます。 

次に清里消防団春季消防演習についてであります。５月の２０日生涯学習総合センター駐車場

で開催がされております。武部新衆議院議員、高橋文明北海道議会議員におきましては、秘書の

代理出席と斜里警察署の次長を始め、町内外より３０名の来賓の方々のご臨席をいただき、本部

及び各分団員６６名の参加により、小隊訓練以下各記載の演習をすべて所定どおりに行い終了を

いたしたところであります。なお当日は清里中学校、清里高校の吹奏楽部の皆さんにも御協力を

いただきましたことに改めてお礼を申し上げる次第であります。 

次に、第５３回北海道消防協会オホーツク地方支部斜里分会連合演習についてであります。斜

里地区消防組合斜里消防団の当番のもとに、５月２７日斜里小学校グラウンド及び斜里市街で開

催がされております。武部新衆議院議員、高橋文明北海道議会議員、オホーツク総合振興局長、
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斜里警察署長ほか１４名のご来賓の方々のご臨席をいたただき、小隊訓練のほか記載の一連の訓

練が実施されたものでありまして、日常的な消防活動の充実と指揮命令の統率など、消防団とし

ての総合研修が実施されたものでございます。なお、当日は斜里地区消防組合構成の消防団員１

３８名の出動でありますが、清里消防団からは２８名が出動をいたしております。 

次に第３０回緑のフェスティバルについてであります。５月の２７日緑駅前の広場で開催がさ

れております。当日は、肌寒い天候ではありましたが、緑自治会をはじめ、多くの関係機関、団

体の皆さんの御協力をいただき、緑小学校卒業生の皆さんによるクマゲラ太鼓オープニングにキ

ャラクターショー、丸太ころがし選手権のほか、飲食コーナーや特産品の展示販売など、各種の

出店をいただき約１千５００名の皆さんのご来場をいただき、盛会のうちに無事に終了いたした

ところであります。なお、この緑のフェスティバルは平成の年号とともに地域の皆さんの協力の

もとに緑の日の制定に伴う地域イベントとしてスタートをし、今年で３０回目となりましたが、

この３０回を１つの区切りとして終了することといたしました。３０年の長きに亘り、ご支援ご

協力をいただきました緑自治会をはじめ、多くの関係機関、団体の皆さんにそしてスタッフとし

て協力をいただきました多くのボランティアの皆さんに対しまして改めて感謝とお礼を申し上げ

る次第であります。 

次のページをお開きください。第１回の清里町商工振興計画策定委員会についてであります。

５月の３０日役場３階各種委員会室にて開催がされております。１回目の策定委員会の開催であ

りますので、会議冒頭におきまして１６名の委員さんに委嘱状を交付させていただいた後に、計

画策定委員会の委員長及び副委員長の選出が行われております。なお委員会の設置要綱と計画策

定の趣旨及び今後の進め方などについて事務局からの説明を受け、その後意見交換が行われたも

のでございます。なお委員会の委員長には畠山出氏、副委員長には大平直人氏が選出をされたと

ころでございます。 

次に町営牧場の入牧についてであります。去る５月の３１日、江南牧場におきまして、今年度

の入牧が開始され、酪農及び畜産農家４戸から乳牛５３頭、黒毛和牛１９頭、計７２頭が入牧を

されたものでございます。 

次に清里町１２０年開町７５周年記念、緑の植樹祭についてであります。６月の２日、緑ヶ丘

公園で開催がされております。緑の植樹祭は、花と緑と交流のまちづくり実行委員会との共催事

業として、毎年この時期に実施しておりますが、本年は、清里町１２０年開町７５周年記念事業

として約６０名の方々の参加をいただき、町民の皆さんの最も身近な公園であります緑ヶ丘公園

において桜の苗木６３本の記念植樹を行ったものでございます。 

次に清里町１２０年開町７５周年記念海上自衛隊大港音楽隊の演奏会についてであります。６

月の９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１２０年開町７５周年の記念事

業として、海上自衛隊、大湊音楽隊をお招きし、記念演奏会を開催したものでありまして、当日

は、入場券及び本日入場を合わせて３２５名の方にご来場をいただき、演奏会を通じ開基１２０

年そして７５周年をお祝することができました。演奏会をお引き受けいただきました海上自衛隊

大港音楽隊並びに御協力をいただきました帯広地方協力本部網走地域事務所の皆さんに対しまし

て、心から御礼を申し上げます。以上申し上げ、町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。 
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○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。 

１、主な会議行事等の報告であります。１点目ことぶき大学入学式開講式について。５月１１

日来賓、大学役員、並びに講師の出席のもとプラネットにて開催され、大学総長であります町長

の挨拶、来賓祝辞の後、新入学生４名の紹介が行われました。今年度は、学生総数６１名により、

来年の３月までのことぶき大学がスタートいたしました。 

２点目、第４１回斜里岳ロードレース大会実行委員会について。５月２８日本年度第１回目の

実行委員会が開催されました。実行委員長には、体育協会会長福田一成氏が選出され、本年も実

行委員として体育協会を初め、全部で１１団体の御協力をいただき開催される予定でございます。

なお、本年度は清里町１２０年開町７５周年と記念大会として開催をし、ゲストランナーに清里

町ふるさと大使であります岡崎朋美さんと南海キャンディーズのしずちゃんのお二人をお迎えし、

９月１６日、日曜日午前１０時スタートで開始の予定です。 

次に大きな２、教育委員会の開催状況であります。第４回教育委員会が６月１１日開催され、

記載のとおり各種委員の委嘱及び任命について、それぞれ決定されております。以上申し上げま

して、教育長一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

   ●日程第６ 報告第１号  

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 報告第１号 平成２９年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題と

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１号 平成２９年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書につ



 9 

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、地方自治施行令第１４６条第２項の定めにより議会への報告を行うもの

でございます。 

次のページをお開きください。今回繰越を行ったのは、５款農林水産業費、１項農業費、産地

パワーアップ補助事業及び１２款災害復旧費、１項災害復旧費、防風融雪災害復旧事業の２事業

でございます。総体金額につきましては、７千６５８万円であり、翌年度繰越額につきましては、

７千６５０万円でございます。未収入特定財源につきましては、２千５５０万円であり、内訳と

しましては道支出金２千５５０万となってございます。一般財源つきましては５千１００万円と

なってございます。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。 

（「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１号 平成２９年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを終わりま

す。 

 

   ●日程第７ 報告第 ２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 報告第 ２号 専決処分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。総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 ただ今上程されました、報告第２号 専決処分の報告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第１８０条第１項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第２項

の規定により議会に報告するものでございます。議案書を１枚おめくりください。 

本件につきましては、相手方に著作権、管理権がある写真データを清里町の所有物と誤認して

使用したことにより、相手方の著作権を侵害してしまった事案であり、和解により損害賠償額が

確定いたしましたので、６月１日付で専決処分を行ったものでございます。 

損害賠償の相手方は、ゲッテイ・イメージズ・セールス・ジャパン合同会社であり、損害賠償

の額は８万５千５３６円でございます。その他の和解条項として清里町及び相手方は和解書の締

結及びその履行を賠償金の支払いを持って本件に関する債権債務はほかに存しないことを相互に

確認するとしてございます。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。 

 これで、報告第１号 専決処分の報告についてを終わります。 

 

   ●日程第８ 一般質問 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 一般質問を行います。順次発言を許します。河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

それでは、通告の順に従い、町長にまちづくりと観光について、３項目について伺います。 

当町の観光については、商工会から斜里岳を中心とした事業でＮＰＯ法人観光協会が発足し、

今に至っていると思っております。各景勝地を軸に観光関連施設が整備され、観光が町の事業と

して大きく踏み出されたものと思っております。これに携わりました多くの方の尽力に敬意を表

したいと思っております。 

まず２８年に観光振興計画がつくられ、２９年度より３３年までの５カ年計画がスタートされ

ました。２年目を迎えて、まず１年目の２９年度の事業、観光計画の推移と評価について、どの

ように分析され検証されているか伺いたいと思います。１年目については、多くの項目に挑戦さ

れたことだと思っております。多くの項目について、どのように検証されて分析され、効果を上

げられているかについて、町長に伺いたいと思います。 

２点目は地域振興の大事な取り組みに、まさしく観光が置かれていることと理解しています。

人口減が進む今日、交流人口への観光の役割は非常に大きいものと思っておりますし、またこれ

は国、道ともに観光に大変力の入っている部分でもあります。ただし、この観光が地域振興にど

ういうふうな役割を当町がされているかということについての考えを伺いたいと思います。 

３点目が観光資源について。神の子池の入込数が増加とともに、今年度は交通の規制がされて

おります。今後の観光資源であります景勝地をどのような将来にしていくか。特にこの神の子池

については、非常にやっぱり大事な部分になると思いますので、その辺の今後の保全について考

え方を伺いたいと思います。町長が３０年度の執行方針の中の多くを観光ということの文言でさ

れておりますので、この辺を地域振興へどうやってやるのかを伺いたいと思っております。 

２点目、住宅環境についてです。まさしく当町は公営住宅、住宅供給では非常に充足されてい

ると思っておりますが、充分な政策がとられているんですけれども、条件が合わなく困っている

方も中に居る。この辺の現状をどのように捉えているのかについて、お聞きしたいと思います。

以上大きな２点について、よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの河口議員の御質問にお答えを申し上げたいというふうに思います。 

まず、１点目のまちづくりと観光についてであります。清里における観光振興施策。これらに

ついては、地域の振興や経済の活性化さらには移住定住にもつながる、そうしたまちづくり政策
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の重要な一つだというふうに捉えているところであります。町におきましては御案内のように大

自然がもたらす自然景観。そして農業や花と緑と交流のまちづくり事業のように、人が手を少し

加えた地域資源をはじめ、農産物を生かした独自化事業への取り組み。ウォーキングやサイクリ

ングなどの活動の実施。または温泉や食を生かした取り組み。それらの情報発信や販売などを行

う清里町における情報交流施設きよ～る、道の駅さっつる等の拠点施設を有しながら関連付けて

推進しているところであります。 

そんなことからもありまして、それらの施設または活動状況、地域資源等の現状をしっかりと

捉えながら、今後の可能性や課題問題点を整理し、これらの観光資源として振興策を図る上での

方向性と具体的な取り組む内容について今ご案内いただきました、清里町観光振興計画をこの３

月に作成したところでございます。計画の期間については５ヵ年計画ということでありまして、

短期的または長期的、中期的に展開が図れる事業の重点的な推進をしていくということで、今進

めている状況にあります。 

御質問をいただきました、計画の推移と評価についてでありますが、実質作成をされ２年目に

差しかかったということでありますので、今後しっかりとそこら辺については見定めながら評価

をしていかなければというふうに考えておりますが、参考までに平成２９年度の事業について申

し上げたいと思います。 

今回の観光振興計画の最も取り組むべき主な施策としては清里町を知ってもらい、魅力を伝え

来てもらうと。それを重点的に進めるんだということでの計画であります。そうしたことから、

知ってもらい魅力を伝え、そしてまた来てもらう。その１つの方策として、ウエブ広告を行って

おりますし、また新たにフェイスブックへの活用も始めたところであります。それに合わせて、

さらに体験型観光の提供ということで大手の旅行会社との提携のもとに、観光ツアーの商品化も

提携をしているということであります。さらに御案内のようにデザイン関係の方々との連携の中

で清里町１００％というロゴサインの取り組みを行ってまいります。それを活かしたポスターと

か、コンセプトをデザインの中で表示をしながら清里町のイメージを伝えて行きたい。そういう

取り組みを中心に推進をしているところでございます。参考までにウエブ広告で、どのぐらいの

方が今まで見てもらえたかということでありますが、２万３千人を超えるユーザの方が情報を取

り入れていただいておりますし、フェイスブックの方につきましても徐々に広がりを見せている

状況にあります。また先ほど申し上げました、大手旅行代理店との体験型の商品化でありますが、

これらについての具体的な取り組みについて、いよいよスタートをさせていくという段階に入っ

てきているのかなというふうに思っております。 

こうした全体の行事や事業等を通じながら清里町の魅力とコンセプトをさらに伝えてまいり

たい、そして清里町を知ってもらい魅力を伝えて、そして来てもらう。そういうところにつなげ

ていければなというふうに思っている次第であります。 

次に同じまちづくり観光の中の、（２）の地域振興への役割と将来の期待についてでございま

す。御案内のように観光が地域振興に及ぼす影響は極めて広範で多様な要素を要しておりまして、

大きなその役割を担っているものと判断しているところであります。先ほども申し上げました、

本町における拠点的な受け入れ施設としては観光案内、焼酎をはじめ、町の特産品を販売もいた

しております、インフォメーションセンターいわゆる情報交流施設きよ～るは、さまざまな目的

を持った方々に訪れていただいております、道の駅パパスランドさっつる。そのほか緑清荘を初

めとするそれぞれの宿泊施設。また地域の温泉施設や飲食業も観光と商工業のつながりをつくり



 12 

ながら進めているところでありますし、さらに農業そのものにつきましても、既にグリーンツー

リズムというスタイルの中で、取り組みを進めてきているという状況になっております。また今

年から、それぞれの連携をつなぐために町内の観光施設、または宿泊、飲食を結ぶスタンプラリ

ーもスタートをさせていったところでございます。それによって一定の経済の循環が生まれてく

るのではないかと大いに期待をしているところであります。こうした広範で多様な取り組みを積

極的に展開する中、自然景観と調和した持続性のある観光振興としての取り組みを進めていきた

いというふうに考えております。 

次に（３）の観光資源の活用と保全についてでございます。本町においては斜里岳、裏摩周、

神の子池、さくらの滝。ほとんど人の手が入ってないような自然の観光資源が沢山有しておりま

す。自然を生かした観光を振興する上で、その保全については極めて大事な要素であります。御

案内のように昨年神の子池が新たに阿寒摩周国立公園の区域の中に編入をされました。そうした

ことから、それまでも多くの方々が神の子池には訪れていただいていたわけですが、一気にその

情報を機に３割も増えたというような、ありがたい内容になっております。その反面多くの人が

訪れることによって、環境に相当の負荷がかかってきているということも事実でございますので、

これらの負荷をどう調和をさせながら多くの方々に見てもらい、来てもらえるかという対策を考

えていかなければというふうに思っている次第でもございます。神の子池そのものについては現

在は通っていく道路についても国有林内の専用道路でありますんで、幅員も極めて狭い。非常に

通る側にすれば、危険な状況での通行ということにもなっております。今年からは、中型バス・

大型バスを進入禁止の措置をとらせていただいているというようなこともありまして、この進入

禁止に当たっては、道道での駐車帯がありませんので、そこら辺の早期の整備についても、北海

道に要請をしているという状況にありますし、また神の子池の周辺にありますトイレ等について

も旧式のトイレでありまして、なかなか利用に当たって困難性を抱えているということもありま

すので、これらについても早急な対応の中で処理をして行かなければならない事項であるという

ふうに考えております。これらのそれぞれの対応と合わせながら、適切な自然の環境保全のあり

方を考えながら、来る人方や観光客の皆さんに喜んでもらえるような観光施策を進めていきたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

次に２点目の住宅環境についてであります。空き家対策等、定住の取り組みについてでござい

ますが、町で今現在空き家として確認をされている住宅については、民間の住宅で現在１４５戸

というふうに調査の結果なっております。その他に公営住宅、それから教職員住宅の空き家とな

っている部分もありまして、これは２７戸ということですから、合わせて１７２戸が空き家とい

うことであります。ただこれがすぐ、住宅として転用できるかどうかというのは、また調査の角

度が違いますので、またその中で本当に使える住宅。直さなければならない住宅。もうどうにも

ならなくなってきている住宅。そういう物も、この中にはすべて含まれてい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。 

町としては、これらの方々が現在町の方で進めております空き家バンクへの登録をしていただ

いて移住定住等につなげる対応になっていければということで積極的な働きかけを今後とも実証

していきたいというふうに考えているところであります。 

また公営住宅等の関係でありますが、この公営住宅につきましては以前にも規制の緩和、入居

条件の緩和のお話もいただいております。現在所管の中で調査検討を加えている最中でございま

して、出来る限り早い段階で方向性を明確にしながら、所管の委員会とも相談をしていきたいと
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いうふうに考えているところでございます。その間、町の方では個人住宅の改修に対する支援措

置も今講じておりますし、また民間住宅の賃貸住宅の建設についても支援方策を継続していると

ころであります。その他に入居される方々の入居時の支援も行っているところでありますので、

そういうもろもろの政策を組み合わせながら移住定住対策につながっていければというふうに考

えている次第でもございます。 

また今後、定住促進を図っていくという上において、公営住宅等で取り壊しをしている箇所が

かなり出てきておりますので、それらの取り壊し跡地を住宅対策。また環境対策につないでいく

のかというような中で、場合によっては移住定住団地の新規の設置と。これらのことについても、

十分に検討を加えていきたい。 

いずれにしろ公営住宅だけで、住宅情勢を整理するということには相まってまいりませんので、

民間の方々のお力をいただきながら、全体対策としての政策で取り組んでいきたいというふうに

考えているところでございます。以上を申し上げまして、答弁とさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 観光については３項目については関連がありますので、１項目じゃなくて３点含めまして、再

質問をさせていただきたいと思います。 

今町長の答弁の中で、２９年度観光振興計画の５年間の丸１年過ぎて、２９年度に策定され２

９年度から取り組みになったと理解しておりますし、この観光計画の２９年度に手をつけなきゃ

ならない、あるいは議論をされなきゃならないことがかなりの項目あると理解しています。その

中で実質どういうふうに、具体的に取り組みされているのかという事が非常に大事なんですけど

も。この中で行政あるいは観光協会。これは当事者の中で進んでいくわけですから、その中では

かなり検討されていると思うんですが、大事なのは観光ってどうなんだろうか。 

観光は地域振興の目的があって、観光はあくまでも地域振興の手段であるわけです。この手段

が一番大事なように、関係者にとってはそれが主体的になるんでしょうけれども、町民目線に立

った時に観光への思いの乖離が僕はあるように感じております。それは何なんだろうかというと、

観光によってどういうメリットがあるんだろうかということが、目先という感覚の中では町民で

理解できない部分が多分にあるのかなと思っています。交流人口に手をつけなければ、町の簡素

化、あるいは町がどんどん衰退していく中では、交流人口が非常に大事な部分なんで、観光につ

いては全く意味がないということではなくて、非常に大事な部分ですけれども、これは地域とと

もに進んでいかないと、当事者間だけのことになるのかなと思っております。 

先程、知ってもらいたいということが、第１番に書かれておりました。まさしく観光について

は、平成２９年度から過去一般質問の中で必ず毎年取り上げられて、花と緑の事業の中でも交流

や移住定住につながる、観光でない体験型の事業として体験していきたいんだと。または自然と

既存施設を連携しながら交流型観光を目指し、雇用を生み出したいということ。平成２７年には

交流体験型ツーリズムを企画しながら、まちの活性化につなげていきたいと。２８年にもこの後

質問にあるかと思いますが、体験型観光事業を実施し、近隣自治体と連携しながら広域観光を進

めるということも言われております。直近の観光は知ってもらい、来てもらうことに力点を置く
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というのが２９年度の町長の執行方針の中にもある。観光についてはこういう取り組みをします

っていうのは、知ってもらい来てもらうんだということ。まさしくそれは大変大事なことなんで

すが、来てもらって、ここで何の観光が地域振興の中で稼げるのかっていうことの仕組みづくり

も大変大事なことなんだろうと思っています。 

また特に２９年度は手がけなきゃならない項目の中に、その部分が多く書かれております。そ

こで最後の方には、清里の観光について町民とともに考える機会を増やすんだということ。これ

は非常に大変大事な部分になるかなと思うんですね。やっぱりどうしても関係機関、あるいは行

政の方と町民あるいは商店街。商工振興の中で取り組みについて角度、目線が違う部分もあると

思いますので、こういう機会を２９年度はしっかりやるんだということになっているんですけど

も、その辺がまだ十分ではないのかなという気はしております。 

この辺の知ってもらうっていう清里１００％ということについては、まだ少し違和感を私は思

っています。特に先ほど町長の答弁の中でウエブということ。これ非常にタイムリーな情報が必

要な部分になりますので、この辺も含めて観光振興計画の２９年度の取り組み、知ってもらい来

てもらう。この取り組みについて、もう一度どんな取り組みで十分でなかったのか、あるいは十

分やってきました。このへんの答弁をもう一度お願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの御質問でありますが、観光振興計画、御案内のように今年２年目ということであり

まして、その観光振興計画の重点的な政策の中では、知ってもらい来てもらうということで、ま

ず清里町を知ってもらわないことには来てもらうことにつながらないと。そこからスタートとい

うことで、今回の観光振興計画がスタートをしているわけであります。知ってもらうための情報

をいかに発信するかという中で、ウエブを使ったりフェイスブックを使ったり、今インスタの方

も少し取りかかってきておりますので、そういうような部分で多くの方にいろんなメディアを通

じて知ってもらう。その作業展開を始めたところであるということではありまして、そういう当

初予定した計画についてはおおむね予定どおりに、今進められているというふうに理解をしてい

るところでもございます。 

この観光事業政策を進めるというのは行政だけが、取り組んでできる、そういう単純なもんで

はないというふうに思っていますから、当然観光協会を中心としながら、多くの関連する団体や

関係の皆さんと協力しながら一つずつ進めていくということになってこようかと思います。 

特に清里は、従来でいう観光地とは違います。そこに人をいかに呼び込んでくるかということ

が、これからの命題になってくるわけであります。それをやはり今までのこの町をつくってきた

農業という１つの基幹産業を中心としながら、その中で自然に溢れたまちづくりをやってきた。

そういうものを付加し、そして町民の皆さんが花と緑と交流のまちづくりで培ってきた色んな環

境づくり。こういうものと連動させながら１つの方向性を見出していく。つまり体験型グリーン

ツーリズムだとかそういう取り組みとしての観光。素通り型から滞在型への観光を目指していく

べきだというふうに私は考えているところであります。物見遊山的にどっとバスを寄せて、バス

が通ってしまったらゴミしか残っていないと。そういうような観光を決して目指すものではない
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と私は思って進めているところでありますので、そのような方向性でこれからもこの中で進めて

いければというふうに思っているところであります。 

そういう中で先ほども御案内ありましたとおり住民の皆さんとの一体性がどうなんですかと

いうような御質問もありました。住民の皆さんもそれぞれ先ほどの花・緑の事業や何かを通じな

がら、取り組みを進められていると。それが意識して観光振興とか云々でないですが、生活環境

をいかにしっかりと守りながら自分たちがそのまちで暮らしていけるか。その中の取り組みで、

それをよそから来た人が見たときに、きれいな町ですねと一言言ってくれる。そこを目指してい

きたいというふうに考えているところでありますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。

以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 私は観光が地域振興にどう寄与するかということについては、非常にやっぱり観光１つを捉え

ると、やはり来られる方は、ここで自分たちの生活と違う、非日常をどうやってということが観

光の大きなことなんだろうと思います。それがこの地域の中でどう地域振興に関わるのかという、

いろんなことを想像しながら、町民、そして商工事業者がつくり出していかなきゃいけないこと

だと思います。それは今までもう当然言われていたことで、そこに新しい知恵をどうやって作っ

て行くかということを是非調整していただきたいなと思っています。 

恐らくこのままいくと観光事業者、単純に言うと観光協会さん行政の中で財源のもとに進んで

いく。結果的にここに投下された財源が、本当にどういう形でここの清里町に寄与していくのか

というところには若干の不安があるかなと思っておりますんで、ぜひそれはいろんな方、たくさ

ん意見を持っておられる方がたくさんおります。それはどうやって吸収するかということは、再

度工夫していきたいと思っております。 

特に清里１００％。この１００％についてはなかなか理解できていない部分もたくさんあるか

なと思っておりますんで、ぜひやっていただきたいということと、知ってもらえて、先ほど原課

の方で確認させていただきましたけども、新しくホームページが今年度作成される。実際にそれ

が出てくるのは大分後になってくるんですね。今年度というか最終的にその予算３００万を入れ

て新しいホームページを作りますよと言いながら、今年の終わりぐらいになるんじゃなくて、や

っぱりタイムリーに早く作る。本当に綺麗につくるということじゃなくて、必要な情報を早く提

供するということに特化していただければ、まだ再度、今の予定が業者の予定じゃなくて、もう

ここまでに欲しいんだという意向の中で取り組んでいただきたいと思います。 

今回地域振興と観光について再度私が質問した１つのきっかけが、この地域振興の中で商品開

発っていう部分があります。これは担当されているのが観光協会の中では、新製品という予算の

中でずっと進んでできていると思います。町の中でも業者が独自にいろんな物が商品開発されて

商売されている。この商品開発の中で、一つ違和感があったのが、新しくできました焼酎のお持

ち帰り瓶。当初からお持ち帰りは大きい瓶なので、小さい瓶が必要ですということを言われてき

た。観光業界の中で、小さい瓶が欲しいね、大きい瓶じゃなくて軽い瓶がほしい。これも１つに

取り組まれた非常に大事なこと。それとお菓子の部分も取り組みになりました。これも新聞紙上、
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メディアで紹介されております。良い物が出来たと。 

私が言いたいのは、きよ～る限定という文言に引っかかるんです。きよ～るっていうのは観光

の拠点なので、ショップの部分についてはアンテナショップで清里町の代表する観光に特化した

部分。そして新しい清里の商品をここで地域以外の人に提供する、紹介する、まさしくその場の

最先端の場所だと思います。ところが開発した商品は、ここしか扱っていません。きよ～る限定、

その商標についてはきよ～るの物ですからっていうこと。この差別化は、町の中の差別化と違う

でしょう。企業が手がけているんだったら別。実際、きよ～るについても行政の販売場所です。

観光協会も助成された団体であります。この中で開発された商品が限定品です。そこしか買えな

い限定品。これは囲い込みという、ものすごく大事なことなんですけども、清里の力にならない

とだめなんだと思っています。そして町の中で開発された商品がぜひ、ここの町で開発したお菓

子がありましたよ。それはきよ～るでもパパスでも、色んなところで思うようにできる体制も取

り組んでいただきたい。自分のところの部分しかやりませんではなくて、町に開発された商品に

ついては、検討されてここも最前線。地域外から来る最前線の場所です。ここで町の中の商品を

売れる仕組みも、ぜひ検討していただきたいと思うんですが、その限定っていう文言について町

長はどのように思っていますか、伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 観光振興の中の新商品の観光商品としての開発ということかと思いますが、たまたま現在、清

里焼酎のＰＢボトル。いわゆるプライベートボトルの話かなというふうに思っております。一般

的に製品として出荷する部分としては、ＮＢボトル。これはどこにでも出されるというボトル。

ＰＢボトルというのは、契約をしてやって行くというそういうボトルとの２種類があります。一

般的に業界で製造メーカーとしてやるのはＰＢよりもＮＢを一般的にやる。これはどこでも出荷

できますので。PB は相対契約ですので、先ほど言ったように限定になります。そこのところが

限定になって出荷されると。そのかわりうちは在庫を持たなくて済むと。それと材料も持たなく

て済むと。焼酎だけあれば、それを詰めてあげますという形になりますから。ただＮＢの場合は、

全部メーカーが用意して、そして在庫を抱えながら運営するというのがＮＢのやり方であります。 

そういうことがあるもんですから、今回北海道清里原酒樽そしてオリジナルとやった時に、本

当に特定な部分を除いて、なるべくＮＢを落とし、町外のＰＢについては在庫を抱えることのな

いようにというような整備の中で進めてきたところでありますが、町内の先ほどお話がありまし

た、きよ～るで販売をさせていただいている３００ミリリットルについては、きよ～るの方に来

られるお客さんの方からお土産として持っていくには、通常の７２０ではとてもとても重くて持

って行けないと。それで小型の瓶をつくっていただけないものでしょうかと。これどちらかと言

うと観光商品だというふうに、一般の人はやっぱり量が多くて中身がいっぱい入っている方が安

くなるわけですから、そういう扱いなのかなと思っていますが、そういう要請をいただきました。 

先ほどの清里の今考えている基準というか、今やってきた基準であります。在庫を持たない、

それから製品の材料はすべて提供してもらうという方式の中でやって来たものであります。これ

がＮＢとしてやるとなれば、今度は全部そういうのを町が独自で仕入れてやらなければならない。
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それとどこどこ限定というふう裏文字が入れられません。これをやるとＰＢになります。そうい

うようなことをかみ合わせながら、私としては町内のそれぞれの小売店の皆さんがそれぞれの内

訳の中で、どこどこ限定の何本分。どこどこは何本、そして全部引き取ります。原料、材料は提

供いたしますということになれば、それはもう町内ですから少々の部分を含めてやっていければ

良いかなというふうに思っております。 

今現実として進められているのが清里のきよ～るで３００ミリリットル。それから話がさらに

出てきているのは、同じスタイルのものをさっつるのパパスではできないだろうかという相談を

いただいております。可能な限り前向きに検討していきたいというふうに思っておりますし、そ

れ以外の小売店からも小売店１つではなくてもいいんです。全員が集まってそういうのをみんな

でやりたいんだけどとなれば、それはそれで対応できるんではないかなというふうに思っており

ます。そういう部分の中、そういう形が取れていくのであれば、そういうことでの方向性を考え

て行きながら、さらに観光が地域の商業者に繋がっていけられる。そういう繋がりが出てくるも

のというふうに考えておりますので、十分に検討させていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 今答弁いただいた中で、あくまでもＰＢにこだわる答弁だったと思うんですが、このＰＢって

何かという時に、私は思うところには、きよ～るさんだけのものじゃなくて、PB で申し込みさ

れたから造りましたよ。そこの資材費も、あそこの売る場もすべて町の場所ですよ。個人の場所

だとか、個人の財源の中で取り組みされたんだったら私は何も言いません。ここの原資は、すべ

て一般財源の中から支出された売り場もあり、資材費もすべてこの中に入っているわけですよ。

そこできよ～るだけですというのは、僕は違うだろうオール清里だろうと。 

このお土産品の焼酎の小さい瓶が欲しいというのは、かなり前からいろんな業界と言いますか、

他の観光業界の中からの依頼があったんですけれども、実際は取り組みしてなかった。でも今回

はお土産の中でやるという取り組み。私はまた大変良いことだと思います。大変良いことだと思

うんですけども、実際それはやはり清里にこういうお土産品として良い物ができましたというの

は、きよ～るだけじゃなくて、やはり先ほど言いまいた、パパスもやりたいんだよと。でもパパ

スさん１５００本の瓶をやってください。これなかなかどうしようかっていうことになるんです

けども。これはそうじゃなくて、例えば１千５００、あるいは２千本というやつが、そこ全体と

して瓶を確保し、そしていろんなセクションの中で売っていけるという仕組みを作られた方が。

きよ～るだけでやるというところに違和感を持っているんですけど。その辺の私の考え方が間違

っているのか。いやこれは違うんだということを、ちょっとその辺を教えて頂きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 いろんな考え方もありますから、それが間違っているとか間違っていないとか、そういう話で
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はないというふうに思っております。 

ただ今回きよ～るの方で観光客の方々の要請の中で、持ち帰るには大きなやつは大変だと。だ

からそういうやつにしてほしいという観光客の要望を聞いてこちらに伝えていただき、ＰＢでや

りますから協力してほしいという中で始まったことでありますんで、それはそれで地域の商業の

活性化につながっていく。あの場所は町でやったにしても、広範な取り組みができなければ、町

のもんだからとあまりにも縛り込み過ぎてしまうと、何の余裕もなくなってしまうんで、今お話

があったような形の中で進めさせていただけばというふうに思っております。 

先ほど申し上げました札弦パパスの方からも、同じようなお話があります。後ろに名前が入る

からこそＰＢの値があるんで、入らないとどこで買ってきたお土産か解らなくなる。そこが非常

に重要なんです。それだからＰＢをやりたがるんです。我々はＰＢでなくて良いんですけれども。

どこででも売れるというのが一番良いんですけれども。ただＰＢの場合は製造の過程が全然違い

ますから、税務署対応をやらなければありませんので、ＮＢをＰＢに置きかえて出すことは出来

ません。その辺は慎重にやらなければならないと。町内の小売店さんからそういう要望があれば、

十分に応えていきたいなというふうに思っておりますんで御理解をいただければというふうに思

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君) 

大変評判が良いといいますか、需用に対して供給する側がミスマッチじゃない良い商品を作っ

ていく。それはやっぱりオール清里という考え方を私がしてほしいというのが中身であります。

それぞれが考えてくださいでは、スケールメリットが当然出せない。ですから、清里皆の取り組

みの中で、容器、資材費になりますね。この辺は清里町皆でやればこの辺のスケールメリットが

出てくるんではないのかと思っていますんで、ぜひその辺も検討の中でしていただきたいと思い

ます。 

観光については、そこの部分が今後新しい商品をつくっていく。新しい商品を開発されたこと

が町の中皆で売っていくという認識で、ぜひやっていただきたいと思います。せっかくいろんな

形で新商品開発の財源が出ているわけですから、それが将来本当に生きていく形に進んでいただ

きたいなと思っておりますんで、ぜひその辺も含めて、やっぱり目標を持った中でやっていただ

きたいと思います。 

後、神の子池については、今検討していますということですけども、ここの地区はどういうふ

うにしたいという将来性を発信していくべきなんだろうと思います。将来考えていますというこ

とじゃなくて、将来こうしたいということについては、いろいろ観光振興計画策定委員会の中で

議論されているようですけども、この辺は時間をかけずに。 

神の子池に１０何年ぶりに来た知人を連れていったんですが、前に来たときとイメージがやっ

ぱり違うと言うんですね。若干足の悪い方だったんで、木道は非常に良く歩きやすい。非常にそ

ういう面では良い。ただし開かれた駐車場でなかった時代からみると陽がさしてという環境につ

いては少しがっかりされていた。ですから本当にここの地区を、どういう資源に磨き上げるかと

いった時に、交通の便、あるいはそこに生活と言いますか。それは当然必要と思いますけども駐
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車帯のあんなに広い場所が本当に必要なのか。しっかりとしたあの辺の環境整備、清里町の宝と

して、今の状態が今後ともそれで良いのかということについて、もう一度昔の形を作っていく、

あるいはゆっくりあそこで時間が過ごせる庭園と言いますか、ゆっくり過ごせる場所も必要かな

と思いますけども、その辺を含めた神の子池の再開発と言いますか。元に戻すという工夫も、是

非やっていただいて将来この神の子池の神秘さということについて取り戻していただきたいなと

思っておりますので、ぜひこの辺も早くスピード感を持って対処していただきたいと思います。

その辺はいろんな関係団体はあると思いますけども、町としてどうしたいなということをはっき

りと主張していただきたいなと思います。 

また観光開発については、先ほど体験型ツーリズムがいろいろありますけど、１つは観光につ

いて、地域外から来る人に焦点が浴びていますが、町民がゆっくりそこで、家族とともに過ごさ

れる空間をつくっていただきたいと思っております。キャンプ場があり、従来からのパブリック

コメントでも言っていますけども、冒険の森。早くに開発された場所がかなり放置されたままに

なっている。非常に良い場所です。ここに牧場、キャンプ場、パークゴルフ場、非常に環境の良

い部分をどうやって繋いで家族で遊べるかということについて、もう一度資源開発という捉え方

をした時に、この部分を考える時間をつくっていただきたいなと思うんですが、町長は、地域外

から来る方もそうですけども、町内の方が子供と一緒に家族とともに時間をつぶせる空間をぜひ

もうでき上がっている部分をどう連携するか、どう想像していくかということになると思います

んで、この辺どのように考えているか伺いたいと思います。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ２点あったかと思いますが、１点目の先ほどありました焼酎のＰＢの関係でありますが、町内

の部分についてのＰＢのあり方について、しっかりと我々もどういう手法がとれるのか方法論含

めて検討していきたいというふうに思っております。ただＰＢの場合がそのお店・お店でつくる

ことになってますんで、共通でやる場合については連合体みたいなものをつくって、その中で割

り振りをはっきりつけなければならなくなってきますということは、ＰＢの後ろに書かされるど

こが販売しているというここが一番重要なところですので、その名前が出てこなくなるとＰＢの

値がなくなってしまう。そのためにＰＢつくっているというわけですから。それがなくならない

ような手法でみんなが共通でというのが果たしてうまくいくのかどうか十分検討させていただき

たいなと。やれる方向で税務署などとも十分相談をしてみたいなというふうに思っております。 

それから神の子池の整備の関係であります。御案内のように、神の子池については古くは森の

中にぽつんとあったそういう池でありますから、今のような観光地化は全くされていない時ご覧

になられた、そして今回来られたら確かに周りは良くなりましたけども草木がなくなって、木道

で囲われてしまったと。もうちょっと自然の中という面からいけば、人工的な配置が感じられた

のかなというふうに思っております。また当時広い駐車場もなかったわけで、あそこも徐々に広

げながら多くの方々が止まれるようになった。ただ道路だけは少しずつ広くなったような気はし

ますが、昔の造材に使った林道でありますので、やはり環境的には整備がまだまだ足りないのか

なというふうにも思っております。そんなことを含めて営林署さんの方とも連携をとりながら、

道路の整備についても町の方で予算を付けながら一定程度やってきておりますんで、国有林内の

道路を町道としても管理をしている。要は併用林道の逆林道方式を今、営林署さんとの契約の中

でやって随時進めているということであります。ただこれは管理だけでありますんで、新たにそ
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こを整備するとか云々の話ではありません。今あるやつをいかに保つかという中での管理の方式

であります。 

先程も申し上げましたように大型車両、中型車両通行止めを今年からいたしておりますんで、

それに伴う道路の入り口での駐車帯。これについて北海道と進めているところでありまして、具

体的に要請をし、回答をいただいているのは、今年中に実施設計していくというふうに回答をい

ただいております。実施設計入るとなれば、予算付けされていけば明年事業の着手ということに

なってくるというふうに思っておりますので、そういう形で進んでいくように、さらに要請をし

ていきたいというふうに考えているところであります。 

それから町外の人がいろいろ見てもらう観光資源も１つの方策だけれど、地域の人がゆっくり

集える地域づくり・環境づくり・公園づくり、そういう部分も含めてどうかというような考えで

ありますが、その中の１つとして、御提言がありました町営牧場であそこをどう活用していくか

というふうな現在もパークゴルフ場があります。これは町内町外の人も利用をいただいていると

ころでありますし、またオートキャンプ場も、そして宇宙展望台があるというその中に牧場があ

るわけですが、牧場の形態が随分変わっていることも事実であります。まだまだ従前入牧される

頭数も多かったわけですが、近年少なくなってきているということでありまして、牧区でいえば、

１牧区から７牧区まで昔は大きくあったんですが、それが昔でいう３牧区までで終わってしまう。

だから約半分使っているか使っていないか。そんな状況になってきておりまして、それらの使っ

ていないところを今後どうしていくのかという大きな課題があります。 

昔は全体が山林でしたので、山に戻すことはできますが、せっかくあそこにオートキャンプ場

があり、パークゴルフ場があり、そして宇宙展望台があって一つの形態としての施設になってき

ておりますから、全体の考え方をまとめていく時期に来ているのかなというふうには思っており

ます。ただ残りの面積からいっても相当の面積がありますから、牧場使っていないところを全部

観光開発にということになれば大変なことになりますので、今あるところを中心としながら、さ

らに何ができるのかということを踏まえながら、進めていければというような思いでいるところ

でございます。 

いずれにしても町外から来られる方も喜んでいただける、町内の人もゆっくりとくつろいでい

ただける。そういうような施設になるように、すべての施設自体が観光客よそから来るお客さん

だけを対象に考えていくということではなくて、地元にいる人がいて、そこに初めて次のことが

起きてくるんだと思っております。そういうような形の中で町内にあるそれぞれの緑地広場とそ

ういうものもありますから、それもしっかりと管理をしながら、また利用しやすい形での運営を

していきたいと考え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) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

今答弁の中で非常になかなか皆さん解ってもらえていない冒険の森の話が抜けてましたんで、

ぜひその辺の検討材料に入れていただきたいと。 

町営牧場については皆さんも時々見られていると思いますが、町民会館の太陽光の写真。町営

牧場から斜里岳を一望する。ここどこって言われたときにそこには行くことが出来ませんという
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のが、現状なわけですから。あの辺は町の景勝地として、写真にやっているけどもそこは立ち入

りできない場所になっているということについても、その辺含めて冒険の森とその辺の再開発を

是非検討していただければと思います。これについては、時間ありませんので答弁いりません。

検討していただければと思います。 

住宅問題になります。公営住宅、単身者が非常に足りなくて、近隣町村から通っているという

方もいまだにいます。ただ単身者については、今回入ることができましたと農協関係者の方も役

場に新しく勤められたられた方も今回入れた。でも依然として待機希望者はいるっていうことに

は、現実の中で斜里から通っていることも事実です。妻帯者、あるいはこれから結婚する方が、

家を探すときになかなかやはり難しいですね。やっぱり公営住宅の基準１５万８千円以下ですよ

という月額の中で、さらに限度額が増えたときに、支払っていく家賃、その辺の基準を考えたと

きに片やたくさん空いているけども待ってなきゃいけないという現状があります。これについて

は基準がありますからやむを得ない中で、どう基準を緩和させていくのかということも１つです

が、定住移住、この中で清里に来たい。子育ても充実されている、教育も十分されている。清里

で済みたいけども、仕事がないから来れない。これも現実。ただ、今仕事があって、ここに住め

ない人。これについてはやはり１つも見逃すべきではないと。しょうがないから、近隣市町村か

ら住宅が空くまで、あるいは新しく用意できるまで、そちらから通ってもらわなくて行けないと

いう現実があるときに、私それが１つでも対応できる方法を検討していただきたい。 

例えば職員住宅空いていますよ、先ほど１４７戸の空き家があって、職員住宅関係、教職員で

すか２７戸、１７２戸が町の中で空いているところ、この中でどうやったらこれは進めていける

のか。この中から潰していけるやつも結構あるんだろうと。定住対策取られていますけども、例

えば最初に荷物が入ったままになっている、あるいは、片づける費用掛かるよと言った時に固定

資産の減額だとか免税短期間とか何かどうしたら、これに対応できるかという方法をやっぱり検

討するのも１つではないのかなと思いますんで、是非仕事をしているんだけど、ここに住む場所

がないということについて一件も見逃されない対応の仕方をぜひやっていただきたいと思うんで

す。この辺の取り組み、従来ある移住、定住対策以外に対策はとれないのかを検討できないのか

ということについて、町長の以前基準の見直しと言われていますが、実際それをどうやって対応

できるかということについて何か考えを持っているかどうか伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 町内の空き家居住対策でございますが、先ほども申し上げましたように町内の空き家の件数は

それなりにあると。ただ実際的にすぐ使える案件なのかどうかは別問題ですが、一定の手を加え

ながらやることによって活用が出来る部分という捉え方ができるんじゃないかというふうに思っ

ております。 

ただ、町でもいろいろＰＲ、広報などしているんですが、空き家バンクの登録をいただけない。

聞いてみたら中に荷物が入っているんで荷物を片づける場所がないとか、そういういろんな課題

もありますし、いつ帰ってくるかわからないからというのもあります。さまざまな要素がありま

すので単純にこちらの都合だけでどうだということにもまいりませんので、そこは慎重に進めて
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いきたいなと。ただ少しでも有効に活用していきたいという気持ちは持っておりますし、今議員

がおっしゃられましたように一人でもやはり清里に多く住んでもらいたい。よそから通ってきて

いるんではという思いをいたしております。気持ちは全く同じかなというふうに思っております

けども、全部がそれをきちっと対応できるかとなると年によってもばらつきがあります。異動の

多い年、少ない年ありますんで１００％というのは、難しいかなと思うんですが、可能な限りそ

れに近づけてその１つの方策として民間での賃貸住宅を立てていただいて、建てるには大変お金

がかかりますんで支援もいたします。 

それから民間の住宅を借りて入られるかと思いますんで、そういう民間住宅を借りて入られる

場合も家賃差額が出た公営住宅など差額の部分の一定額を決めまして支援をするだとかそういう

施策も併せてやってはきているわけでありますが、やはり入居したいけども、清里に住居はなく

て入れないと言う方も今もいるということも事実であります。そこらへん少しずつ解決に向けて

進めていきたいなというふうに思っております。 

それと前にお話もありましたが規制緩和というんですか。入居条件の緩和の関係ですが、小規

模な公営住宅、単身者規模の入居の取り扱い、これは国の規制が解除されましたんで、町の考え

方である程度行けるかなと。ただ、全部が全部そうできませんので、それだとみんな単身者にな

って、世帯者が入れないという現象も起きますから一定の面積要件を考えながらやっていくこと

が可能だということで、今作業に入らせておりますので、そんなにかからないうちに所管の委員

会とも相談できるのではというふうに思っております。 

ただもうひとつは所得との関係、みなし特公賃。これについてはかなり法律的に難しいという

のは現状であります。今振興局などに問い合わせをしている段階ですが、まだ具体的なところま

で進んでいないという状況でありますんで、これも可能なのかどうか、しっかりと見極めながら

進めさせていただきたいというふうに考えております。いずれにしてもいろんなものの施策と合

わせながら持っていかなければ、ストンと落ち込まないのかなというふうに思っておりますんで、

御理解をいただきたいというふうに思います。 

いずれにしろ清里にせっかく仕事を見つけてこられている方がよそから通ってきているんで

は、なかなか清里の魅力の発信できませんので、やはり清里に住んでもらって清里の町民として

いろんな行事にも参加をしながら町づくりも参加してもらいたいというのは、我々も本音でござ

いますんで、そこら辺になるように一層努力をしていきたいというふうに考えております。ご理

解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 ここで時間が来ましたので。 

 

○３番（河口高君) 

 清里の移住定住の中で空き家情報については、ウエブ上で出ていますが、実際に売買済みある

いは交渉中、実際にフリーになっている部分が、土地で９件、住宅で４件ぐらいしかないですね。

これが現状だと思いますけども、これやっぱり積極的に攻める形の情報づくりもぜひやっていた

だきたいと思います。 

あくまでもここで一体となって清里町の１件でも多く対応する。先ほど規制緩和をどうしても

という中でも、緊急避難的に１年間だとか、また期間限定の中で対処できる部分もあると思う。
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文言中で、町長が必要とするときという文言はいろんな基準の中にあると思います。最後は、町

長の決断の中で緊急避難的なことについては対処できるのかなと思ってますんで、ぜひその辺も

前向きにスピード感を持っていろんなことを対応していただきたいと思います。以上で一般質問

を終わらせていただきます。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 最後にありましたように我々としても、一人でも多くの方に清里町に住んでいただきたい。先

ほど申し上げられましたとおりであります。いろんなお力、町民参加を借りながら居住ができる

体制づくりのために一層努力をし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) 

 これで、河口高君の質問を終わります。ここで５分間休憩といたします。暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午前１１時 2分 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を行います。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今回は通告に従いまして大きく２点ほど質疑させていただきたいと思います。その前に、昨日

長年にわたり本町で議会に、そして議長として長年務めてこられた村尾さんが亡くなられたとい

う訃報を聞きまして、私も一期だけでしたけどもその中で議員としての資質あるいは議会のあり

方等と御示唆いただいたこと、今持って心の中に感じております。この場を借りて、哀悼の誠を

述べさせて頂きました。一般質問ということで、身が引き締まる中での立場で、議場の中で凛と

した形を思っているところでありますし、常に執行者と議員は両輪という立場で切磋琢磨しなが

ら、町政の舵取りをするという話もたびたび聞かされております。 

そういった意味で、大きなテーマではございますけども公共施設における使用料について。そ

の中における文化体育施設、あるいは江南パークゴルフ場のそれぞれの使用料の設定の中で、平

成１７年に策定した清里町地方自立計画を踏まえ、財政構造改革の推進を実行する上での使用料、

手数料が作成された。そういう経過の中があると思いますけど、そのときの算定の考え方、そし

て現状について、町長にお伺いしたいと思います。 

もう１点は、学童保育の観点から教育長に質問させていただきます。これはまた後ほど質疑の

中で議論したいと思いますので、よろしくお願いいたします。基に戻りますけども、町長の方か

ら最初のその公共施設の使用料について現状の課題等々ご説明願えると思います。よろしくお願

いいたします。教育長には学童保育の観点から、今現状で起きている学童保育の実状について御

説明願いたいと思います。それもあわせて説明できればと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 それでは私の方から１点目の公共施設の使用料についてのご答弁を申し上げたいというふうに

思います。各公共施設における使用料につきましては行政サービスの受益と負担の関係により公

平性や平等性の確保を原則として受益の対価として法令、そして条例規則等に基づき負担をいた

だいているものでございます。なお地方自治法におきましては、普通公共団体は行政財産の使用

又は公の施設の使用につき使用料を徴収することができるように規定がされております。したが

いまして施設の使用料は町が設置し又は管理する行政財産を特定の方にご利用をいただくことに

より、その方が受けた受益の対価として徴収をさせていただいているものであります。 

御案内のように、清里におきましては平成１６年に策定をいたしました清里町自立計画に基づ

き、平成１７年度に使用料、手数料の全面的な見直しの基本方針を定めておりまして、条例に規

定されているすべての使用料、手数料関係の見直し検討を行ったところでございます。その基本

方針の内容の１つには、公平性と平等性。そして２つ目には使用料３点の合理性等と適切性、そ

して３点目には地域活動の振興と協働のまちづくり。そして４つ目には定期的な見直しと、この

４項目をもって、基本方針として見直しに取り組んだところであります。 

具体的には、公共施設の利用は、受益と負担の原則から、基本的に有料といたしております。

また、それぞれの施設について一方では、減免の規定も設けておりました。減免の基準を定めな

がら、一定の要件に達したものについては、減免をすることができるというような対応をいたし

てきたところであります。減免の適用に当たっては、福祉の向上、そして教育活動また自治会活

動などの公益的な活動が持続的に維持されること、これを勘案しながら運用するという定めを改

めて設けて進めるものでございます。 

ご質問の体育施設また文化施設さらには利用施設、温泉施設だとかパークゴルフ場についても

近隣の各施設の使用料を参考にしながら、具体的な維持管理費の原価計算をいたしまして、面積

当たりの単価を一定程度出してしております。その単価を基準にしながら、従前は１日・半日単

位だったものを、その時点で１時間単位でもやれるということでの見直しも行ったところでござ

います。そのとき、先ほど申し上げました減免基準についても内容精査をしながらどういうもの

が減免できるというようなことで、１００％減免からそれぞれ段階をつけた減免をいたしており

ますし、団体での減免、それから個人での減免もそれぞれ設けらせてしていただいたところでご

ざいます。 

次に２点目の今後の使用料の見直しの方向性と減免規定の考え方でございます。この見直しの

方向性につきまして、平成１７年度の先ほど申し上げました。自立計画のときの全面的な見直し

以来、定期的に予算編成時におきまして財源の確保の観点からも随時見直しを行ってきておりま

す。これは見直しから値上げ、値下げではなく見直しをして、今の価格で適正なのかどうかとい

うことを判断しながら今日に至っている状況にございます。 

今後における考え方で、この３１年１０月に消費税率が見直しされようといたしておりますの

でこれにあわせて、今度は全面的な見直しをしなければならん。その年度の部門ごとの見直しと

いうよりも、全面的な見直しの必要性が出てくるというふうに判断をいたしているわけでありま

すので、この１０月１日の改定前に、それらの内容をまとめて、また所管の委員会とも十分相談
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を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というふうに思

っております。 

減免の規定もあわせてそのときに、また見直しをしていきたいというような考え方でございま

す。それと温泉施設関係については減免の規定というのは特に設けてはおりませんが、高齢者の

皆さんには福祉入浴券の対応をさせていただいておりますし、またあわせて障害者も福祉入浴券

の対応をさせていただいているということであります。 

また料金設定に当たっては、北海道の物価統制令に基づく料金が公衆浴場法で決まっておりま

すが、清里町では特殊公衆浴場の許可をいただいて、地元で料金が決められる、その手法を取っ

ております。ですから、物統令よりかなり低く押さえております。それから高齢者の関係につい

ても福祉高齢者の入浴券の配布とは別に物統令は今４４０円です。大人で緑清荘で３９０円。そ

れから７０歳以上の方は２００円となってますんで、かなりおさえていると思います。減免規定

ではなくて料金の設定の段階で安い料金で皆さんにお風呂に入っていただくということの中で対

応でありますので、また違う意味があるということも含めてご理解をいただきたいというふうに

思っております。以上を申し上げまして、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 私の方から学童保育事業につきまして、１回目の答弁をさせていただきます。まず１点目の学

童保育の運営状況についてでございます。 

本町におきまして学童保育につきましては、平成３年に当時の文化センター児童室の事業とし

て開設され、放課後に保護者が家庭にいない児童に対して適切な遊びの場、生活の場を提供する

事業として実施してきております。当初は小学校３年生までを対象としておりましたけれども、

平成２７年度には児童福祉法が改正されまして、小学６年生までを対象としております。 

保育料につきましては当初無料で実施をしておりましたけれども、平成１７年度には清里町学

童保育条例を制定いたしまして、１人１カ月２千円の保育料ということで徴収をしております。 

現在平成３０年６月現在の登録者数でございますが、１３８名となっております。小学校１年

生から３年生までが約７割を占めておりまして、平日は平均で８０から９０名の児童がこの学童

保育を利用しております。実施場所につきましては、御承知のとおり、生涯学習総合センターで

開所については毎週月曜から金曜日の学校が終わった放課後。それと月に２回土曜日をやってお

りまして、年間で２５０を超える日数となっております。 

指導の体制ですけれども教員免許を持っているもの２名含めまして、合計５名の臨時職員配置

をしております。また外国人英語講師ですとかプラネットの社会教育主事等による指導も行いな

がら運営をしております。子供たちの活動内容としましては、自由な遊び、おやつの時間、自主

的な学習の時間を設けている他、集団での活動ですとか英語活動、読み聞かせ、クリスマスなど

の行事そして子ども農園での活動。水泳や冬になったら雪遊びということで活動を行っておりま

す。以上学童保育の運営状況でございます。 

続きまして、２点目の光岳小学校が清里小学校に統合された後の学童保育の運営ということで

答弁を申し上げます。これにつきましては現在、町内の小学生は増加の傾向にありまして、平成
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３０年度清里小学校が今１８９名おります。光岳小学校が１３名。合計で２０２名でありまして

平成３１年度につきましては光岳小学校が清里小学校に統合をされますけれども合計で２１６名

となります。現段階の見込みではこれが児童数のピークというふうに押さえております。 

また学童保育の活動場所についての内容ですけれども国が示しております基準ではおおむね

１人当たり１．６５平米という基準となっております。現在本町につきましては、生涯学習総合

センターの児童室、創作活動室、サークル活動室この３部屋を学童保育専用として使用をしてお

りまして、このほか多目的ホールですとか小ホール、図書館など生涯学習センターの施設を活用

しておりまして、おおむね基準を満たしている状況でございます。 

ただ次年度につきましては光岳小学校が統合になり、学童保育の利用児童数が増えるというこ

とが見込まれますので、生涯学習総合センターの部屋の一部を改装するなどによりまして、その

増える児童数に対応してまいりたいということで現在検討を進めていることでございます。 

また一時期、清里小学校の利活用ということでこちらの空き教室が使用できなのかということ

も検討した経緯が実はありますけれども、清小につきまして、全体児童数が減ったことで、空き

教室は出てはきておりますけれども特別支援学級への転換が図られて、そちらで使用をしており

ます。またで本年度は１年生が２クラスとなりまして、来年度１年生と２年生と２学年が２クラ

スとなる予定でございます。そういったことで学童保育に活用できる教室というのはなかなか難

しいことが現状でございます。 

また光岳小学校が閉校するということから、こちらの方利活用についても実は検討したところ

がございます。これについて若干申し上げますと児童につきましてはなかなか学年によって１年

生から６年生までいますので、下校の時間が違います。早く終わる子もいれば遅く終わる子もい

るということで、またその児童によっては学校終わってから、いろんな習い事に行ったりとか他

の活動も行っておりますので、なかなかその行動パターンとしては一定ではないという中で、光

岳小学校を学童保育場所ということで実施箇所とするということが難しいのではないかというふ

うに考えているというところでございます。以上、２つの保育の関係につきまして１回目の答弁

とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 まず公共施設の使用料についてのほうからでございますけども、文化体育施設そして江南パー

クゴルフ場という中で使用料説明等々がございました。町長の方からも１７年度に自立計画を踏

まえた中で、各課の中の施設をすべて条例化で使用料の制定等策定したという説明がございまし

た。説明の中に温泉施設が出てきたわけです。温泉施設ばかりではないんですね。山小屋の使用

料の時もそうですけども、このときの料金設定の変更が唯一この２箇所の提案があったかと思い

ます。ちょうど折しも、平成２６年の４月から消費税が５％から８％に上がったと。そのタイミ

ングで入湯料と言いますか、温泉施設と山小屋の使用料、宿泊の関係だと思うんですけども、そ

れも消費増税という、あるいは若干の上げということの提案があったと記憶しております。 

そういった意味で、中にもありましたけども消費税のタイミングで、今後３１年１０月等に国

の方で税制改革が行われていると。そのタイミングを見ながら実施したいという話があったわけ
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なんですけども、本町において２６年度に消費税の５％から８％に上がった時点で他の体育施設、

あるいは文化施設に対して各課の中で消費税の扱いをどう処理するかというのはちょっと私自身

見えない。たまたま温泉施設に限って言えば、外税処理なんですね。ところが、他のいろんな施

設に例えば体育施設を例にとればすべて内税で処理したということは実質料金下げという判断で

いいのかなと思うんですけども、この辺の捉え方を町長自身その時点の話ですからあれですけど

も、どう捉えたのか。そして３１年度の税制改革のときに全く新しい形の算定基準を用いるのか。

従来どおりの算定をしながら算定するのか。本当の入り口論ですけども個々の施設に対して説明

は要りませんけども、その考え方、消費税としての捉え方でまずちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

 

○３番（河口高君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 使用料にかかる消費税の関係でありますが、私としては、利用する方々が支払われる方がわか

りやすくしたいなと思ってございます。外税表示をしますと、１００円の物を１００円出したら

実は１０８円でしたとこういうことになるんで、税込の１００円という形が消費される方もわか

りやすくなるし、我々もお店で何かを購入したときに表示が１００円と書いてあっても、税金か

かるんで１００何ぼですということでお金がなかったと。これはだめだなとそういう思いを強く

持っているものですから、できればそういう意味において、わかりやすくなっていけば、なお良

いかなというふうに思っております。そんな対応の中で、今度の消費税改正の関係ではわかりや

すくなるような手法をとれればという思いであります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 わかりやすさは必要だと思うんですね。３９０円と７０歳以上は２００円、そして、それに対

しての福祉サービスというか福祉行政の一環として福祉入浴券の発行を高齢者に限って２４枚と

して身体に限れば自由にという形で謳ってはいるんですけども、片やそういう形で条例の中では

細かいと言えばそれまでですけども外税で処理、片や一切明記がない中での処理の区別は今後の

中で十分精査していただきたいと思います。 

それともう１点。体育施設に顕著なんですけども、町民と町外の人のくくりも現状の中でない

んですよ。これを判断する現場の中では繁雑になるという実態も重々わかります。ただその中で

端的に例を申し上げると、トレセンに限って言えばまだかなり町外の方々の利用頻度が今現状高

いんですね。スポーツ振興の兼ね合いから備品の整備として、これも予算計上しながら、各種の

トレーニングルームに備品購入しました。これもかなり立派で先端を行く器具もありますけども、

実質入館料は一律１００円の中で町民・町外がないという事態になってくると税の公平性からい

うとやはりどうなんだと。町民以外の中でも利用する人、しない人もいると。そういった意味で

その辺も町民と町外の人というくくりもどうなんだという指摘なんですけども、それに対して町
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長が考えるところがあれば、お聞かせ願えればと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 公共施設の利用に係る使用料の町民と町民以外の方々の取扱いの関係であります。清里町では、

今まで公共施設については、町民それから町外関係なく一律な規定を設けてやってきたというこ

とでありますが、これも基本的には多くの人に清里に来てもらって、帰り際にジュースの１本で

もという思いで進めてきたということもございますが、原則論をきちっと御意見で申し上げられ

た所とそこになると基本的にはやはり公平性の観点から料金に差があっても何ら不思議ではない

し、逆に言えばつけるべきなのかもしれません。 

ただ先ほど申し上げましたように、多くの方に清里に来てもらいながら一緒になって活動をし

てもらい、そしてまた帰り際にジュースの一杯、ラーメンの一杯をという思いで多くの方を清里

へ呼び込む手段としての１つの手法であるということも踏まえながらきていた実状かと思います。 

全体の見直しの時期がありますから、こういうスタイルが踏襲することが良いのか、また改め

た考え方が必要なのか、十分検討させていただきたいというふうに思っております。以上であり

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 大変難しい問題でそこら辺の公平性をどう担保するか、議論の俎上にあがると思います。もう

１点使用料の改正のタイミングに計ってですけども、今障がい者におけるその取り組みという部

分で、今年も東京オリンピックがありまして、その中でパラリンピックの推進そして２年後東京

オリンピックでも同じように身体障がい者あるいはいろんな障がいを持っておられる方が社会参

加の一環としてスポーツに取り組む、そういうような社会になっている中で、清里町の体育施設

あるいは文化施設もありますけども、その中で身体障がいに置かれているその方々の減免。仮に、

療育手帳を持っておられる方々、そして精神障がい者保健福祉手帳、障がい者手帳を持っておら

れる方がそういった方々に対する公共におけるその施設の減免条項なり、減免のものが正直言い

ましてありません。先ほど入湯料の関係で保健福祉のサービスという形で身体障がい者のみです

けども、入湯券の発見がありますけども、それ以外は現状ではないのが実態と思います。特に温

泉施設においては町内であれば、７０歳であれば減免になる、あるいは半額というものもありま

すけども、大変恐縮ですけども町内町外っていうのもやはりあったときに３つの手帳を持ってお

られる方々が提示されて、この町のこの施設、例えば例を上げるとパークゴルフ場、そこで利用

したいという時どうなんですかといったときに、今の条例中では適用にはなりませんし、従来ど

おりの利用料。そして年間という話になるとかなりの負担にもなる。現実そこら辺も今後改定の

中に障がいの持っておられる方々を対する減免の条例なり、要綱なりを策定する時期と言います

か、もうやらなければならないのかな。そこら辺を進めていただきたいと思います。 
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余談になりますけども、公共料金中でやはりＪＲ。特に新幹線あるいは飛行機等々もかなり障

がいを持っておられる方々に対してはかなりのサービスが現状あります。それは公共交通という

くくりですから一概にはできませんけども、本町の公共的な施設の中ではそういうことも考慮し

たらどうかなと思いますんで、障がい者に対する条例中の取り組み等々も検討できる・できない

は今判断を求めませんけどそれについての町長の所見を伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 公共施設における使用料の障がい者減免といいますか、そういう観点かなというふうに思いま

す。基本的には障がい者であっても健康で生きがいのある生活を送っていただくということであ

れば、そういう公共の施設については大いに利用していただきやすい体制を求めていくと。これ

も行政の役割だというふうには思っているところであります。その中で清里町においても、３０

０人を超える方々が何らかの障がいという形での手帳をお持ちの方がおります。全体どれだけの

方々がこういう施設を使っているのか、云々というのはあるかと思いますが、全体の見直しの中

で、そういう方向性を十分に検討させていただければなというふうに思っております。 

国の方においては、今委員の方からありますように公共交通については障がい者これは級があ

る一定の級数以上の方ですから、障がい者手帳を持てば全員がそれに該当するかというとそうで

もありませんので、いろんな取り組みもあるようであります。そういう部分を十分に踏まえなが

ら、そしてまた管内的な動向も他の町の動向も調べさせていただければなと思っております。 

料金をいただくこと・いただかないことによってどれだけの財政があるのか、そんな大きなも

のはないと私は思っておりますけれども、どの位の方々が利用されて、減免することによってど

う変わってくるのかという部分についても積算をしなければならないなというふうにも思ってお

りますので、基本的には、社会参加をしていただける体制をやはりこちらも担保するということ

も必要だというふうに思いますので、それを踏まえた中でも検討させていただければというふう

に思っております。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

３つほど使用料の改定においてのポイントとしてタイミング、あるいは消費税の処理の仕方、

そして町内・町外の検討、そして今、最後のポイントとして障がいを持っておられる方々の取り

組みということで町長からいろんな角度から主旨検討するということで前向きの答弁をいただき

ました。 

本町も高度経済成長の中で、公共施設はかなり多くあります。やはり少子高齢化が進んできた

今現在やはりそれに伴う維持コストも現実どうするんだという問題があります。そういった意味

で使用料どうだという話ではないんですけども、きっちりと長寿命化をしつつ、そういった意味

での税の公平感をあわせ持って行政のかじ取りの中で進めていただきたいと思います。公共施設
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における使用料の見直しについてはこのへんで終了したいと思います。 

次に学童保育について教育長のほうに再質問に移らせていただきます。学童保育の現況の中で

種々ありまして、なかよしクラブの名称で、当初活動されて２７年から今のプラネットの中で１

年生から６年生まで見守っている実態がありますけども、その中で児童の推移、３０年度で１３

８名、そのうち７割が低学年ですよという話です。実態見学させていただきますと、３つの部屋

の中で各子供たちの見守りっていうか、そういう形がなされていました。学年的にはたしか１年

生と４年生、あとは２年生と３年生でしたっけ、そして高学年という３つの教室に分かれてなさ

れているわけなんですけども、説明の中に仲よし児童生徒１人に対して１．６５ですか。畳１枚

ということですね。大きく言えば。その中で児童生徒を見る。そして１つの単位が４０名を１単

位とした中で、支援員を２名という。それもある程度制度の中に決まっているのかなと思います

けども、今現在で教員資格を持った方が２名、そして臨時を合わせて５名の体制で臨むと。その

他に見守り体制として、生涯学習課の職員の方々も子供たちの活動を見守っているという答弁を

いただきました。 

その中でちょっと時間的な問題を指摘したいんですけども、小学校の出席日数だいたい２００

日です。教育長から答弁があったのは、週５日、土曜日２回、そしてトータルで年間２５０日子

供たちを見守っている。現実の段階で申しますと、小学校で教育している時間よりも学童保育で

お子さんたちを見守っている時間の方が長いという指摘も、これ多分あるのかなと思います。 

全道全国的にも１２００時間が教育現場で小学校ですけれども。学童保育のそういう場所で身

を守る時間は１６００時間だという報告も現段階ではあるんですけども、その中の状況下におい

て学校であれば各１年生から６年生まで各子供たちに担任の先生がおります。ところが学童保育

になったときに担任はないですね。あくまでも、全体の４０人ユニットっていうか４０人の中で

の見守りの支援ですよというのが、今国で出されている放課後支援員のあり方というのが実態か

なと思いますけども。僕はもうそれだけ専門性、技術だとか知識がとかとなると、やはり専門的

な学童支援員のある形と言いますか、専任性を持った職員なりを担当願うのがベターではないか。

１６００時間という中で、ただ遊ばすというのは本当にどうなんだと。遊びの中で教育もありま

すけども、そういうようなところで教育長、どのようにその支援の体制を考えておられるか、今

ちょっと専任性ということが良い悪いはありますけども、そういう形が検討をしてできるのか、

できないのか。そこら辺の話をちょっと現状の状況あわせて御説明願います。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 ただいま前中議員からの再質問の関係でございます。学童保育の日数につきましては、国道か

らの交付金の基準等もございまして、１５０日以上運営ということで行っております。平日です

と低学年であれば２時から５時過ぎまでということで、３時間程度。高学年ですとまた３時半く

らいから来る子もいるということで、そういったことで先ほどの１６００時間までは到達はしな

いかなというふうにはこちらでは認識をしております。 

そんな中、平日でいきますと平均で８０名から９０名。児童が来るというお話をさせていただ

きましたけども、その中でいろんな活動を子供たちはしております。先ほど専用の部屋っていう
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のは、それぞれ学年の人数に応じた部屋を設けておりますけども実際の遊びの中で夏などは外の

遊具で遊ぶ子もおりますし、また主に冬などはプラネットホール中で遊ぶ子もいます。また図書

館を使う児童もおります。そういった中でその場その場の活動内容に応じた職員配置をしており

ますので、その４０人に２人という基準を満たしながら、臨機応変に対応していると。また行事

等があるときは生涯学習課の職員、また外国人英語講師等も応援に入りながら、その活動を手助

けしているということでございます。 

いずれにいたしましてもそういった部分で職員の体制というのは、今後人数も増えていきます

ので、より充実するということは、必要というふうに認識をしておりまして、道の方の研修にも、

今年度職員に３名ほど参加をさせる予定をしておりますので、まず人数をしっかり確保するって

いうことと、そして指導内容の充実に向けた職員の研修体制もしっかりとっ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。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

専任性のある支援員の確保に向けて、認定における資格研修に参加していきたいという話を伺

いました。２７年度から恐らく北海道で開催されて、研修先は北見等々であるのかなと思うんで

すけども、初めてこの認定資格研修に参加するのかなと思うんですけども、やはりいろんな意味、

遊びの中で、モトエカ広場だとかというのも遊んでいますよという話があったんですけども、子

供たちの安全という部分で本当に目を届けながら、子供たちを見守る責任の重大さというのは、

学校現場より厳しい、大変じゃないのかなと。学校の場合は教室の中に入ってするわけですけれ

ども、学童保育の現場はそうではないですね。いろんな遊びもしながら、あるいはその読書をし

ながら、あるいは天気のいい日は外でかけ回りながら運動機能の発達だとか、それらをすべてや

るということは本当に難しいんですけども、そこら辺のカリキュラム策定が、今後の中で大変重

要視されてくるのかなと思いますんで、やはりその重要性を認識しながら専門員というかそうい

う形で今まで以上に取り組んでいただきたいと思います。 

今、専任的な学童保育の職員という部分での質問であったわけなんですけども、もう１つ違う

観点から学童保育という部分での質問をさせていただきますけども、学童保育、児童の福祉とい

う観点から用いれば、所管的には保健福祉の区分には私自身がなるかなと思うんですけども、今

現状ではプラネットの施設を活用しながら、学童保育を行っている上で、人的確保だとか職員の

確保だとかいうのを考えるんであれば、生涯学習課で担当業務するということになっているのか

なと思うんですけども、そこら辺本当に学童保育、生涯学習課という形でやるべきものなのか。

論点にずれますけども児童福祉として考えられる部分と教育として考える部分。そこらへん教育

長としてどのように捉えているのかなと。ちょっとお聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長岸本幸雄君。 
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○教育長（岸本幸雄君) 

 まず安全面の配慮という部分は絶対条件ということになってまいりますので、そういった部分

は職員の研修等の強化含めて日々指導を行っております。カリキュラム的にも何かそのイベント

的な行事も何回か予定しながら、そういった部分での教育的な配慮、また特に高学年になります

と、宿題等やりたいという児童もおりますので、そうやった部屋も別に設けまして、研修室を活

用して勉強したいという児童はこのようなことも配慮しながら実施をしております。 

確かにこの学童保育事業を国道の管轄といたしましては、厚生労働省管轄ということでござい

ますけども、本町におきましては最初に申し上げました平成３年当時文化センターという児童室

事業ということでの実施が始まってきているということから生涯学習総合センターという多目的

な施設が整備されたということもあり、教育委員会管轄での事業実施がされているというふうに

私は理解をしております。そんな中でやはりプラネットという施設での実施が一番子供たちの活

動にとりましては幅広い活動ができる。また清里小学校からもすぐ近くに位置しているというこ

とを立地あるいは環境的な部分であの場で学童保育を行うことが、最も効果的ではないかという

ふうに考えておりますので、今後もそういったことで事業を進めてまいりたいと思います。ご理

解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) 

 私も学童保育、現状だとか施設的な兼ね合いだとかそういう部分で考えるなら、やはり生涯学

習課で担当が、そういう形で運営するのが一番いいのかなと思っております。それとやはり、本

町における子育て支援という中でいろんな政策、生まれてから学校に入る就学前の施策、そして

入ってから義務教育が終える中学、そして地元である清里高校までいろんな政策を打って、その

一環的なこども子育ての施策を賄ってその課でいろんな対応している。これはまさに近隣におけ

るその出生率を見ても確かに高い出生率があるかなと思っております。そういった部分での、そ

の学童保育の充実。これもやはり幼児教育もありますけども学童保育の充実という観点で今まで

以上に取り組んでいただきたいと思います。 

学校に入る園児というか、未就学のこどもたちの方に話がずれますけれど、今本町でも認定こ

ども園の話、これは３月の定例議会のときに議員の一般質問にありましたけども、認定こども園

の議論も待ったなしで進んでくるというか検討しなければならないと思いますけども、この点に

ついて本来であれば子ども子育て支援という形であれば保健福祉行政の一環として、認定こども

園の事務執行されるのかと思うんですけども、このへん教育長として教育の観点で認定こども園

１号、２号、３号種々がありますけどもそういった意味を踏まえた中でやはり教育長の見識も、

やはり入ってくる部分かなと思いますんで、認定こども園の今後における考え方と進め方おおき

なガイドラインの中で生涯学習課としてどのように担当するのか、しないのかちょっとわかりま

せんけども、そこら辺、今後に向けて、考えておられるお考えをお聞かせねがいたいと思います

んで、よろしくお願いいたします。 
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○議長（田中誠君) 

 教育長岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 まず最初の学童保育における子育て教育充実という部分ございますけども、そういった部分い

ろんなカリキュラムを設けるほか、ＡＬＴ英語指導助手も、今年度から２名体制といたしまして

町長からも幼児の方への重点的な配置ということも言われております。そういった部分も配慮し

ながら学童保育での英語に親しんでいただくという場もやっているところでございます。 

また２点目の認定こども園についてということで、この関係につきましては前回の一般質問で

もお答えした部分ございますけども、現段階においてはどういった方向で進んでいくかというと

ころはまだ見えていない部分でございます。ただ教育といたしましては、当然幼児教育というの

が、その後の子供たちの成長段階において非常に重要であると。大切であるという認識は十分理

解をしております。そういったことで単に保育だけではなくて、その幼児教育部分を十分配慮し

た中、教育としてもその内容にかかわって、今後の方向性に沿った中で準備を進めていきたいと

いうふうに考えておりますので、後でまたいろいろとそういった部分でも教育委員会内部といた

しましても勉強しながら進め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) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 幼児教育という捉え方は大切にしていただきながら、本町の認定こども園のあるべき姿、福祉

的な子ども子育て支援ということで所管は保健福祉でありますけども、一緒になって検討する。

なかなかいろんな諸問題がありまして、今回、この場での御質問をちょっと避けていきますけど

もそこら辺も踏まえて今後の中で取り組んでいただきたいと思います。 

最後になりますけども、光岳の関係。先ほど空き教室の中で清里小学校、今年１年生２クラス

になりました。そして次年度も２クラスというお話があって、閉校前に緑小学校、光岳小学校一

昨年その前ですか。空き教室をＰＴＡからも学童保育の必要性をかなり訴えた中で光岳小学校の

活用として学童保育どうなんでしょうっていう地域の要望もありました。ただその中で教育長の

方から種々の問題という指摘がありまして、現状の中ではプラネットの活用ということで今説明

受けた訳なんですけども、それはそれで良しとしながら、光岳小学校の閉校後の進め方というの

を今の段階で、まだ何も決まっていないのは事実ですけども、今後どのような形で閉校後の形、

町域協議、今までの閉校の進め方見ますと必ず地域協議というのが前段に入ってきていますから、

そこら辺、地域においてまだ説明がないという実態がありますけども、そこら辺についてどのよ

うな方向で進めているのか。教育長のほうからお聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長岸本幸雄君。 
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○教育長（岸本幸雄君) 

 光岳小学校につきましては、来年の３月末で閉校ということでございますけれども、平成２５

年には体育館も耐震対応ということで新しくなっておりますし、また校舎部分につきましても外

壁等の改修、また特別教室である音楽室の新設ということで十分施設的にも、今後利活用ができ

るというふうに理解をしております。まずはこちらといたしましては緑町小もそういうことで実

施・投げかけをしておりますけれども地域の方々、光岳小学校を校区といたします自治会の方に

そういった地域の方独自での活用方法の意向というのがないかどうかということで、実は今月末

に意見交換をするということで予定をしております。 

そういったことを踏まえて、まずそういった意向の確認をとり、その後、もしそういった意向

を地域としてお持ちでないということでありましたらまた公共施設としての利活用について、主

体が町になっておりますので、そういった中で検討していくということになっていると考えてお

ります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 教育長の説明によると今月中には地域との話し合いの場は持ちたいという確認がとれた訳です

けども、あとその中で今施設耐震化あるいは体育館等々の利活用ありまして、まだまだ十分使え

る。耐震化という部分で十分な公共施設と思うんですけど、これはちょっと通告外になるかもし

れませんけども、緑町保育所は正直申し上げまして耐震化の部分でいろいろ危険家屋まではいっ

ていませんけども、改修等々をするのかしないのかわかりませんけども、今現状の段階の中で、

認定こども園の議論、今教育長から説明がありまして、まだどうのこうのという話ではまだない

のかなと思うんですけども、ただ差し迫った中、耐震という部分、昨日も大阪であのような震災

が起きまして、生徒が瓦礫の下敷きになった。この辺の部分を担保する中で、光岳小学校の活用

にも、これは本当に手前勝手な意見ですけども、そういう方向性も無きに非ずと思うんですけど

も、それに対してどう考えるじゃなくて一人の意見ですけども、そういう方向性も今後の中で考

えをうちだしながら進めていかないと、公共財を利活用するかって大変難しさもありますから、

そこは早急な形の中で町長の所見をもし説明できる範疇で、どう考えているかだけ町長の方から

説明いただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 光岳小学校は平成３０年度をもって閉校をいたします。そして清里小学校に統合ということに

なりますから、その後については、空きの学校になってくるわけであります。先ほど教育長から

申し上げましたとおり、近々のうちに地元自治会や関係の皆さんと光岳小学校の建物含めた跡地

の利活用について地域の考え方をお聞きしたいということでありますんで、まずはそこからスタ

ートかなというふうに思っております。 
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ただ今お話がありまして札弦の保育所についても、昭和４９年に建設がされておりますから、

もう既に４６年ということですんで、木造建築としてはかなり厳しくなってきているというのも

事実でありますんで、あの施設を他に利用がなければという考え方も選択肢の１つかなというこ

とは考えますけども、現状問題としてそのように使っていくということになれば、相当な増改築

が必要で、また今保育所そのものも、そのままではかなり年数は経っていますから、いずれにし

ろどこかの段階では改修をしていかなければならん。そこの見合いと、もうひとつは先ほど来あ

ります認定こども園をどういう手法で行っていくかとそういう部分を整理していく必要があると。

その中から自ずと方向性が出てくるのかなという思いでいるところであります。 

ただ札弦の保育所は、緑からの子供たちも札弦で預かっているというのがありますんで、今全

体１２名のうち、緑から１人ですか。将来２名になるという予定もありますんで、その方を含め

て考えて行くと緑から札弦まで何とか通える範囲かなと思いますが、認定こども園が出来たから、

みんなこっちだと単純なことにもいかないのかなと。そんなことも思いながら今後のあり方十分

に検討しなきゃ子供たちがどういうふうに考えるか、まずそして父兄や保護者の皆さんがどう考

えるか。そこら辺、しっかりと鋭意確認をしていきたいなというふうに思っております。また認

定こども園の関係も一定の時間を要してきておりますんで、そちらの方も並行しながら進めてい

くような考え方で行きたいというふうに思っておりますので、ご理解頂ければと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 今、認定こども園という１つのその取り組みが、いろんな部分で総合的に判断しながら進めて

いかないとならないという答弁ございました。今回の一般質問の中で、公共施設の問題、建てた

後の維持コスト、あるいは学校という括りの中での閉校、その維持管理、利活用どうするという

問題、そういう観点、そして社会の中における障害を持っておられる方の取り組み、行政として

どういう取り組みができるかという指摘。そして町長の方からもやはり子どもたちの最善の利益

と言いますか、それをどうするかという部分での行政としての責任としての取り進め方を尊重し

ながら政策を進めていっていただきたいと思いますんで、今まで以上に原課の中でしっかりと立

案しながら提案していただけると思いますんで、私は今回このような形で一般質問を終わらせて

いただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 ここで午後１時３０分まで休憩といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで前中康男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１時30分まで

休憩といたします。 

 

休憩 午後１２時１６分 

再開 午後 １時３０分 
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○９番（田中誠君) 

 休憩前に引き続き会議を開きます。引き続き一般質問を行います。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 今回私は、町が取り組んでいる交流事業について質問したいと思います。清里町は花と緑と交

流のまちづくりをスローガンに掲げ、まちづくりを行っています。交流と一言で言いましても町

民同士の交流、町外での交流、清里町を訪れる人との交流。友好都市あるいは連携協定といった

町ぐるみの交流などさまざまなものがあります。 

まず観光交流ですが、町外から清里町に観光に訪れる人は近年神の子池、さくらの滝の人気で

年間３０万人を数えますが、いまだ通過型の観光地を脱しておらず、今後体験型交流型の観光が

期待されるところです。 

町外との交流では、友好都市協定を結んでいるニュージーランドモトエカ町とは、高校生の留

学そしてモトエカから新たなＡＬＴの着任などがあり、さらに今年９月には友好都市協定の再調

印も行われることからさらなる国際交流への発展することを期待します。一方国内埼玉県鶴ヶ島

市はお互いの産業まつりへの出店が続いていますがマンネリ化も感じるところであります。 

清里町出身の方々でつくられているふるさと会は、札幌清里会と東京清里会があります。会員

数は札幌清里会が９５名、東京清里会が３０９名ですが、これも会員の固定化、高齢化などの課

題を抱えています。 

清里町が結んでいる連携協定については、防災、防犯上で見守り協定などの幾つかの協定が結

ばれていますが、交流につながるものは、東京農大生物産業学部との包括連携協定ぐらいです。

しかしこれも残念ながら余り機能していません。 

花と緑と交流のまちづくりをスローガンに掲げる清里町が交流という視点でまちづくりを考

えるとき、どのような考えがあるのか、まず、町長にお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま堀川議員からいただきました観光交流、都市交流、連携協定にかかる交流を深めたそ

れぞれのあり方についての御質問、御答弁を申し上げたいと思います。 

御質問の観光交流、都市交流、連携協定の取り組みにつきましては、本町の第５次清里町総合

計画、かつ後期５ヵ年計画における協働共生の３つの方向性を基本としながら、ただいまありま

したように、花と緑と交流のまちづくり、住民が主体となった自主自律の計画としてまちづくり

が進められてきているところであります。その中での交流活動の拠点となります観光交流につき

ましては、本年度の新規事業といたしました神の子池、さくらの滝、それぞれの入り口に観光パ

ンフレットなどを設置しながら、また町内の観光地や飲食店をめぐる、きよさと大満喫スタンプ

ラリー、こうしたものを実施しているところでありまして、少しでも通過型から町内を周遊する

そうした仕組みづくりを推進しながら、交流人口の増加に努めてきているという状況にあります。 

また、昨年度より実施をいたしております体験型観光のグリーンツーリズム、そしてホワイト
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ツーリズムなどの事業も含めた中でのサイクリングツアー、また、パークゴルフツアーなど大手

旅行会社との連携による商品化これも予定がされております。これら体験型の交流についても、

今後積極的な事業展開を図っていきたい。そうした中で少しでも滞在型につなげていければとそ

ういう思いでございます。 

また都市交流につきましては、その中でも特に国際交流関係はニュージーランドモトエカ町と

姉妹都市提携を結びながら、今回で３回目の契約調印ということに相なっておりまして、継続的

に交流が進められております。より強固に、また深いものになっていければと思っております。 

また町外において清里町応援をいただいておりますふるさと会の活動でありますが、これにお

いても行政だけでなく、いろんな町民との関わりの中で交流を深めていただいているところもあ

りますし、今後ともそうした活動を継続していければと思っております。特にふるさと会の皆さ

んにはふるさと応援団としてのお願いをしてもおります。そういうような関係で、こちらの方か

ら物産展、展示展でそういうものを開催するときの会場に足を運んでいただいてお手伝いをいた

だいたり、また東京大学の陸上部との関係においても、一緒になって応援をしていただいたりと

いうことでさまざまな面で一緒の活動をいただいて協力をいただいているわけであります。今後

とも、こうした協力体制をしっかりととっていけるように連携を図ってまいりたいというふうに

思っております。 

またさらに連携協定の関係、さまざまな協定を町は結んでおりますけれども、実質的な交流に

結びつく協定というのは、東京農大のオホーツクキャンパスとの協定でございます。協定に基づ

いて、オホーツクキャンパスの学生また本部の学生が産業の振興や人材育成というような観点か

ら清里町に訪れていただいて、さまざまな研修研究を行っていただいているところでもあります。

今後においても住民活動の中にそうした協力協定がより進化をしていければとそんな思いでいる

ところであります。 

いずれにいたしましても、これからのまちづくり、地域活性化の取り組みにおける交流事業の

位置づけについては、今後ますます重要な要素となってまいりますので、今後とも引き続きこれ

らの活動を積極的に推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

以上申し上げ、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 まず観光交流について再質問させていただきます。午前中の河口議員との質問とも多少かぶる

部分があると思いますけどもよろしくお願いしたいと思います。 

観光交流について、通過型の観光地ではなく、いかにして町に滞在してもらうか。体験しても

らう、交流してもらうが長らく課題だったわけですが、ここ数年グリーンツーリズム、ホワイト

ツーリズムのモニターツアーも数回行われ、体験型交流型観光の足がかりが出来てきました。き

よさとまんなかひとりじめプロジェクト。今月号の広報にも紹介してありましたけどもひとりじ

めプロジェクトも始動し、江南ダウンヒルサイクリングですとか畑の真ん中でランチ、あるいは

農家のＤ型で人情ジンギスカンなどといった幾つかの商品が紹介されています。まだ動き出した

ばかりで、軌道に乗せて清里町の魅力発信と体験型、交流型観光にさらに力を入れていかなけれ
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ばと思いますが、この点について町長のお考えを再度お聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 観光交流の関係でございます。町の方では、一昨年から交流観光の構築を目指す方向で町内で

観光に携わる方々の協力をいただきながら、グリーンツーリズムまたホワイトツーリズムツアー

の実施、そしてそれらをパッケージ化した先にありましたきよさとまんなかひとりじめプロジェ

クトをスタートさせております。そうした中において民間旅行代理店の協力を得ながら、この商

品化、そして実施に向けた対応を進めているところであります。今後ともこうしたプロジェクト

の内容をさらに充実をさせて、多くの住民の皆さんにも携わっていただく中で、来訪者としての

交流人口の増加に向けたそうした取り組み、住民の皆さんと一緒になってやっていきたいという

ふうに考えているところでございます。もう既にきよさとまんなかひとりじめのパンフレットを

ご覧いただいているかと思いますが、既に事業として展開されている分としては、その中でも江

南ダウンヒルズサイクル、また江南パークゴルフツアー。これらについてはもう既に商品化し販

売をしているところでありますので、さらにこれから斜里岳原生林ガイドウォーク、また裏摩周

ダウンヒルサイクリング。これらについても積極的な商品化を進めていきたい。そうした中で神

の子池やさくらの滝、斜里岳。そうしたものを全体の連携事業の中に組み込んだそういうスポッ

トとして活用をしていきたいと思っておりますし、また農家の皆さんとも連携をとらしていただ

いておりまして、農家の所有されているＤ型ハウスでの人情ジンギスカンだとか畑の真ん中ピク

ニックと、このようなものも組み合わせながら、全体としての足止め策を考えていきたいという

ふうに考えておりますので、今後ともこれらの事業の展開にあたっては行政だけということには

なかなかなりませんので、多くの皆さんの協力をいただきながら、一緒になって進めていければ

と思っておりますので、今後ともよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。以上申

し上げ、答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

この、きよさとまんなかひとりじめプロジェクトもまだ動き出したばかりで、これから手をつ

けなきゃならないことがたくさんあると思います。例えばガイドの養成ですとか、ほかに魅力あ

る商品発掘ですとか、いろいろな面でまだまだ知恵を絞っていかなければならないことが、たく

さんあると思いますんで、今後とも町の強力な支援が必要だと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

長らく神の子池、さくらの滝のお客さんを何とか町の中に呼び込もうということで工夫がされ

ていたわけですが、今年は神の子池・さくらの滝に良い感じのパンフレットボックスも設置され

まして、その中には先ほど町長が言われましたスタンプラリーの台紙ですとか清里１００％のフ

ォトコンテスト応募ですとか、あとは清里町の観光パンフレットとかそういうものが置かれてい
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るわけですが、ほとんどのお客さんが立ち止まってパンフレットボックスの扉を開けてパンフレ

ットに手を取るわけなんですけども、このスタンプラリー、これも先週１５日から始まったわけ

ですけども観光地から、何とか地元の飲食店ですとかパパス・きよ～るといった情報を発信する

施設の方に足を運んで人の流れが上手くできていけば、それに期待するところがあります。 

今後は農家民宿ですとかそういうのにも可能性を見出していかなければならないと思います

し、さらには都市からの修学旅行の受け入れ、そんなようなものも将来的にはできればというふ

うに考えているところです。 

関連しますが、清里町の新たなブランド力の向上と情報発信としての取り組み「清里１００％」

についてお聞きします。じゃがいも焼酎北海道清里をデザインしていただいた鈴木先生をリーダ

ーとするクリエイターチームと再度タッグを組んで、清里１００％というキャッチコピー。そし

てロゴデザインができ上がりました。ポスター、リーフレットも完成しました。清里１００％の

意味は、豊かな自然、農業や人、俗化されていない純粋な資源が１００％。まだまだ知られてい

ない宝がいっぱい。磨けば光る可能性が１００％。誇れる未来へ、どんなことも１００％全力で

取り組むまち。こういうコンセプトで新しい清里町のブランドとしてまた魅力発信のツールとし

て大変期待するところであります。 

同じくこの清里１００％のリーフレットも一般的な観光パンフレットと違って、人から発信す

る清里の魅力という町民の皆さんが自分の好きなところ、自分の清里町の自慢できるところを町

民自ら紹介するという形でこんな清里町民に合いに行きたくなるような交流が思われるような、

そういう仕掛けになって非常に良いものに仕上がっております。この清里１００％を町外に発信

していくと共に町民みんなで育て、そして応援していくことが一番大切なことだなと思いますが、

この清里１００％について町長の思いというものを聞かせて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) 

 清里町のブランドロゴであります清里１００％。今売り出し中というところでありました。そ

の前段に先ほどありました観光交流の中でのそれぞれの関わりでありますけれども、当然全体の

流れの中でガイドの養成だとか、また新しい商品を開発、さらには特産品食の文化をどうその中

に組み込んでいくか。大きな課題がありますが、これについても一つ一つクリアしながら観光交

流に繋げていきたいというふうに考えております。 

また今ございました清里１００％のブランドロゴの関係であります。この関係においてはご案

内のように焼酎デザインを手がけていただきました、現在は立正大学の教授をされております鈴

木先生そして多くのクリエーターの皆さん。そしてまた町民の皆さんにかかわっていただき、い

ろんな会合を通じた中で１００％のロゴが出来てきたわけであります。このロゴ、これからいろ

んな部分で活用させていただいて清里のＰＲ宣伝に努めていきたいというふうに考えております。 

今回作成された大きなポスターも１００％、３枚ほどありますが、これらについても自然や産

業そして元気な子供たちの姿を通して清里町の魅力を発信していくというパンフレットにもなっ

ているわけでありますし、また御案内のリーフレットにつきましても皆さんの仕事やいろんな活

動を通じた中でのそういう方々の住む町だというＰＲにも繋げていきたいというふうに思ってお
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ります。これポスターとかリーフレット、それからコンセプトブックと言いますか、先ほどの冊

子こういうものについては広報だとかのお知らせは当然でありますけれども、町内の観光施設ま

た宿泊施設、先ほどのＢＯＸの中にもいろいろ品物を引き込みながらというようなことで、さら

に一層の清里の魅力発信のために努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。 

また更なるそういうものを使いながら交流を進化させるために、やはりこれも行政だけの話で

はなかなか進まないわけでありますから、いろんな関係の機関や団体の皆さん、そしてボランテ

ィアの皆さん通じながら広く機会を見ながら、こうした１００％ロゴ浸透してくれるように我々

としても最大の努力を傾けていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたい

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) 

 清里１００％に関しましては、フォトコンテストの応募も始まりますし、今後いろいろな場面

でパッケージですとか、名刺、封筒、ステッカー、買い物袋、包装紙、いろんなもので使用され

ることでしょうし、各種イベントでも清里ＰＲの中心となっていくと思います。清里１００％の

思いを大切に町民の皆さんと育てていければと期待するところであります。 

次に、都市交流についてお伺いします。埼玉県鶴ヶ島とはお互いの産業まつりへの出店が２０

年以上続いています。都市部での清里町のＰＲの一翼を担ってきましたし、終了後の交流会も開

かれ、その後の個人的なおつきあいも続いていると聞いています。しかしながら産業まつり以上

の交流には広がっておらず残念だな、そのように感じています。今月ですが清里町民生委員さん

の視察研修で初めて鶴ヶ島市の民生委員さんとの研修交流が行われると聞きました。このような

もう一歩広がる交流、都会と田舎ならではの例えば子供たちの交流などさらに良い交流が生まれ

ることを期待するところです。また鶴ヶ島にとどまらず更なる都市との実のある交流が必要だと

思いますが町長の考えをお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 御質問の都市農村交流の関係、特に鶴ヶ島市との交流の関係であります。御案内のようにこの

埼玉県鶴ヶ島市と平成８年から交流がスタートをいたしてございます。ですから、もうかれこれ

２２年という歴史を踏まえてきておりますが、基本的にお互いの人的な交流、物的な交流をどう

作り上げていくかということを模索しながら進めてきたことも事実でありますが、現状としては

産業まつりを中心とする行き来だけになってきたなというふうに思っているところであります。

数年前から鶴ヶ島市の教育委員会の方とも連携をとりながら、子供たちを介した、また文化的な

そういう交流も含めて何とかこれを続けていけないかというような相談をした経過もありますが、

こちらから提案をしたんですが具体的な向こう側からの回答がないというような状況にもなって

きております。こちらの方としても、一方通行ばかりでなく、相互交流になるようなやはり交流
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の仕方を目指していきたいというような考えでいることは事実でありますけれども、現状問題と

しては、なかなか進んできていないというのも事実であります。 

たぶん今日だと思いますが、民生委員さんが、今鶴ヶ島市に出かけておりまして、鶴ヶ島市の

民生委員さんと会議を行うというふうになっておりますので、そうした中から新しい交流の方法

というものが生まれてくるかなという淡い期待を持っていることも事実でありますが、今後にお

いてもこうしたさまざまな交流の機会を通じながら、いろんな交流のあり方、可能性を探ってい

きたいというふうに思っております。 

せっかく２２年続けてきたということもありますんで、これを消滅させるということでなくて

新たな可能性を求めた展開を十分考えていきたいというふうに思っているところでもあります。

先ほども言いましたように、お互いに相互交流になるような仕組みをどこかで取らなければ、長

続きしたいというふうには両者とも思っているところでありますので。それがしっかりと道がと

れるかどうかという部分が勝負になってくるかなというふうに思っておりますが、せっかく歴史

があるものでありますから、しっかりとこれについても考えながら次の展開を模索していきたい

と思っておりますのでご理解をいただければと思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 鶴ヶ島の産業まつり参加には確かに賛否両論あるのも事実であります。澱粉団子焼きのお手伝

いをしている農協女性部にとっては、ビートの収穫終盤に４日間家を空けなければならず、その

他の準備もいろんな大変なものを抱えております。しかしそんな大変な中でも、参加した方々に

お話を聞きますと参加して良かった、良い交流ができたよ。そのような声が聞かれるのが事実で

あります。先ほど町長が言われましたように相互交流になるような道を是非とも探っていただい

て、２２年間の交流を無駄にしないようなおつき合いができるように、できる限り進めていただ

きたいなと思います。 

その他の都市交流というのも今後を進めていかなければと考えるところですが、オホーツク管

内と東京都江東区との連携協定というのが数年前に結ばれています。これを利用して、都市と田

舎との交流いろんな交流があると思うんですよね。例えば災害が起きた時のための準備ですとか、

また子供たちの人的交流、スポーツ少年団同士の交流などいろいろな道があると思います。ある

いは山梨県清里地区ですか。そことの交流なんかもやはり清里といえば日本人なら誰もそこを思

い浮かべる清里、そことの交流も以前模索をされたという話もお伺いしていますが、これなんか

も地道に続けていっていただきたいなと思いますし、鶴ヶ島に留まらないその他の都市との交流

というものについて何かお考えがあればお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

都市農村交流の関係でありますが、先ほどの鶴ヶ島の関係において、新たな交流の方法等を模
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索していきたいということであります。その他の都市農村交流という部分からいけば、今までも

若干やっている部分があります。行政主導ではありませんけども栃木県の佐野市と苺リレーを通

じながら交流をしております。今でもそれは続いてきているところであります。また町村合併で

なくなりましたけども、新潟県の清里村とも当時清里という同じ名前の地域だということでの交

流がありました。ただその後上越市に統合をされましたのでそこら辺の交流については今行われ

ていないと言う状況にもあります。それから実際に交流までいきませんでしたけど先ほどちょっ

とありました高嶺町これは山梨県清里ですね。行政区名は清里ではないんで、高嶺町清里地域と

いう名前ということで清里焼酎を通じ何かできませんかというお話かとは１回したんですが、そ

の後合併になっちゃって、違う名称になってしまったもんですから、そこら辺が途絶えていると

いうようなものもあります。 

それと今回清里町が１２０年開町７５年、清里の歴史をつくっていただきました、鍬を入れて

いただいた塚本さんを何とか歴史的な部分から掘り起こしながらということで連絡をとってみた

んですが、そこには関係する方々がいなくなっているということで、今までも記念事業のたびに

お呼びをしておりましたけども、１００年までは来られたことも何回かあったようですが、それ

以降については途絶えて、相手先も分からなくなくなってきているというような状況もあったも

のですから、今回に合わせて新しい交流先としての可能性を探ってみたんですけども、なかなか

ストンと行くようなところもなかったかなというふうに思っております。 

その他に福島の古殿の関係、清里町に派遣職員として来ていただいていた林野庁の職員を介し

ての交流も行っております。全体的な広がりにはなっておりませんけれども古殿の町長さんが清

里にお出でになられたこともあります。そのような中からこれについては再度掘り起こしが必要

かなというふうな思いをいたしておりますが、これらの交流についても何かのしっかりとした、

土台がなければ、やはり何年かすると自然的に交流が消えていくという事にも成りかねませんの

でそういうことのないような相手としっかりとしたお互いの交流ができる、そういうところを目

指していきたいなというふうに思っています。 

また管内では一昨年から江東区の関係でも展開をいたしております東京江東区、いろいろあり

ますからその中でどこか清里町とうまくかみ合うところがあればなと。その中で思ったのは、木

場があるんですね、江東区には。木材の関係のところはあります。全国のべニヤ工場の連合体の

本部が実はあると。私も１回行ったときに札弦ベニヤさんという話をしたらはっきりと覚えてい

て特殊的なべニヤをしているところですねということで、よく理解をしてくれておりますので、

そういうような産業的なつながりだとか、そういうものがあれば、さらに中身が濃いものになる

のかなというふうに思っております。 

また一昨年から加入させていただきました、美しい村の連合の関係も６４の地域と市町村は入

っているわけでありますんで、こういう中やさらにサポーター企業が約９０ありますから、そう

いうところを通じながら新しい交流のあり方等含めながら十分に検討していきたいと思います。

７月に日本で最も美しい村連合の総会が鶴居村で行われる予定となっております。私どもも参加

をさせていただくという予定でおりますし、またその中でいろんな分科会や交流会も予定されて

いるとのことでありますから、全国から加盟している地域、市町村の皆さんも見えますので、積

極的に出かけながら交流の道を探ってみたいなというふうにも考えておりますんで、議員につい

てもご案内を申しあげていると思いますが、都合のつく方がおられれば、一緒に出掛けていただ

けばありがたいなというふうに思っておりますん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) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 都市交流につきましては、やはり清里町と何かの縁があるっていうことが交流のきっかけにな

ると思いますので、良いつき合いができる都市交流、これからもぜひ良い意味で実のある交流が

できる都市公園交流を模索していただきたいと思います。 

次にふるさと会について。清里町出身の方でつくられているふるさと会は、札幌清里会と東京

清里会があり、ふるさと清里を想う活動がされています。会員数は、札幌が９５名、東京は３０

９名、年に１度の総会では清里町からも町長、議長を初め、数人が参加されているところであり

ます。 

清里会の皆さんは、ふるさと清里町を応援している心強いサポーターでもあります。このサポ

ーターの皆さんとさらに良い関係ができればというふうに考えるところであります。先ほどのお

話もありましたように数年前からふるさと応援団として清里会を任命して、札幌や東京での町の

活動にも役員さんが参加されているとのことですし、このように清里町出身の皆さんと良い関係

を深めつつ、清里町の応援団・サポーターとして時には協力してもらう。このような取り組みが

大切だと思いますが、清里会とのこれからの関係についての町長のお考えをお伺いしたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ふるさと会との交流の関係でございます。御案内のように清里町のふるさと会は現在東京会、

そして札幌会、北見会が実はあるんですけれど、今ちょっとお休みに入ったということでありま

して、実質動いているのはこの２ヵ所かなというふうに思っております。これらのふるさと会と

は直接的には年１回あります総会にお招きをいただいて、関係の職員、私を初め参加させていた

だいているということでございます。行政報告でも申し上げましたように、町の状況また関係す

る機関の皆さんからも、それぞれの活動の状況、ふるさとだよりの形でお伝えをし、いろんなＰ

Ｒ交流に使ってもらおうと、当然資料として町のパンフレットだとか広報だとか、また今年の仕

事、そういうものもつくりながら町のＰＲをさせていただいているということでありまして、ま

た特にお話の中ではふるさと会の皆さんは清里のふるさと応援団ですと、そういうことでお願い

しますということでお願いしていますが、実質的な部分で動かれているかなと思われるのは、役

員の皆さんが中心になっているのかなというふうに思っているところでございます。それぞれ応

援団になっていただいた方には名刺を刷ってあげて、その名刺を使ってくださいということでＰ

Ｒをしていただければというそんなことでおつき合いをさせていただいております。また清里の

町から出ていって向こうで展示会だとかいろんなことをやるときにも、そのサポーターとしてお

手伝いをしていただいたり、ＰＲ活動に走っていただいたり、いろんな部分で協力をいただいて

いるというのが実情でもございます。そんな中でさらにより密接につながってくればいいなとい
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うふうに思っております。今回も毎回清里会に出席をいただいている多くの方々が清里１２０年

という１つの区切りだということで清里に来てみたいということでお話をいただいている年代の

方々もいらっしゃいますので、そういう機会を通じながら、よりつながりを深めていければとい

うふうに思っております。 

ただ余りこちらからあれもこれもということになると、もともと自主的なふるさと会としての

組織ですから、こちらの方から重い荷物を預けるということもなくお互い良い関係にあればなと

いうような中で、この事業が進んでいけばというふうに思いますし、今後もそういうやわらかい

中での展開がされながら、より連携を深めていければとような思いでおりますので、ご理解をい

ただければと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 清里会の皆さんには、清里町の応援団としての活動先ほど言われましたように清里町が首都圏

で行う物産展に顔出しをしてもらうですとか、東京大学の予選会に一緒に応援に来てくれる人と

か本当にありがたい活動をされてくれているんだなというふうに思いますし、自主的な活動をこ

ちらからばかりいうお話もされましたけれども、できることならばそういうお手伝いをしてもら

って、ふるさと納税なんかもしていただいて、できることならば清里町に来ていただいて、その

ような活動ができれば本当にいい関係になるんだろうなと思うところです。 

先ほど１２０年を機にこちらに来るという話があるということもお聞きましたけども、還暦の

祝いですとか古希の祝いを機に清里でクラス会ですとか、町でふるさとに来てもらって古希のお

祝いいかがですかというような働きかけですとか、懐かしい学校を皆さんで巡ってはどうですか。

ついでにお墓もお参りどうですか、みたいなやりとりもあってもおもしろいかなというふうに思

うところです。 

さらになかなか会員が固定化してしまっているということと、若い会員が増えていないという

お話も聞いていますので、どういうお手伝いが出来るかわかりませんけども、そういうようなお

手伝いがもしできるんであればそういうような協力もしてあげればいいのになと思いますんでぜ

ひ検討していただきたいと思います。 

次に連携協定についてお伺いします。平成２８年の５月に東京農業大学生物産業部と斜網地区

の４町との包括連携協定が結ばれました。この目的として地域産業振興、環境保全及び地域づく

り、地域再生活性化に寄与する人材育成、そして就職支援。主に以上の分野において相互に協力

するとの協定ですが、特段これといった協力もされていないのが現実です。強いて言えば地域創

生塾への参加ですとか、年に１名から２名のインターンシップ焼酎工場で受け入れていますけれ

ども、そのインターシップぐらいのものかなとそのように思います。 

一昨年ですが、議員で視察した鳥取県日南町と鳥取大学の連携協定、非常に参考になるんです

が、この連携協定では定期的に連携事業ワーキンググループ会議を開催して、具体的な連携の成

果が出ています。町は町職員を大学に派遣し、情報の集約、新たな連携事業のコーディネート、

調整を行い、スムーズに事業が推進されていますし、学生や研究室は町の施設に宿泊し、調査研

究が行われています。東京農大との連携も先ほど目的にも話しましたが、協定の目的に掲げられ
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たものに向かって、さらに踏み込んだ積極的な連携が必要だと考えます。このことについて町長

のお考えをお聞きします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 連携協定の関係でありますが、その前に先ほどのふるさと会との交流の関係でありますが、ふ

るさと納税の方も数名の方に協力をいただいているということでございます。ただ御指摘があり

ましたふるさと会全体が高齢化していることも事実であります。若い人方が、やはりなかなか来

ていないという状況にもありますんで、今後そのふるさと会全体の若返りというのは、極めてこ

れから重要になってくるのかなというふうに私どももそういう印象を持っているところでありま

す。できれば我々を含めて若い人方が同級生を通じながら窓口を広げていただくのが一番早いの

かな、そんな思いをしているわけであります。現状がはっきり言ってリタイヤした方々がほとん

どというのがございまして、これは東京会も札幌会も、北見会も現状としてはそういう状況で、

これから大きな若返りの課題があるかなというふうには思っているところであります。そんな状

況下であるということも踏まえながら、活性化をふるさと会もしていただきながらということに

なっているのかなと思います。 

それから東京農大との連携協定の関係であります。これ一昨年に連携協定を関係４町で東京農

大を結ばさせていただいたわけであります。内容としては地域の振興発展また文化・教育の推進。

さらに人材の育成とそうしたものを講師としながら、連携を強めていこうということとの協定で

あります。そうした中で現在も清里町との連携の中では焼酎工場、主に中心としながら研究、研

修の生徒たちの受け入れそんなものもやらさせていただいているところであります。また、まち・

ひと・しごと総合戦略の作成をする時にも担当教授を通じたアドバイスをいただいたり、そうい

う実質的なつながりも持たせていただきながら進めてきたということもあります。 

そして直接関係ないと思いますけど、ものづくりビジネス連携もありまして、清里町から十数

名の方がスクールに参加をして、その中から６次化の商品が生まれてきたり、そういう活動につ

ながっていったりということも、これは直接連携協定の中での事業じゃないかもしれませんが、

そういうつながりも東京農大とは持ちながら進めておりますし、何よりも清里町役場には焼酎醸

造事業の技術職員については２人とも東京農大の醸造学科を卒業した方を採用させていただいて

おります。それ以外に一般の職員としても４名の方々も１期生を含めてお勤めをいただいている

というようなこともあって、そういう中での連携も進めさせていただいているというような状況

にもなっております。 

今後についても、協定結んだわけですから、その協定に基づく事業の展開というのは、これか

ら求められている部分であります。東京農大のほうとも何ができて何が良いのかという部分、し

っかりと協議を進めていければなというふうに思っております。 

これからどんどん人口が減っております。若い人方もいろんな事業に携わっていただきますか

ら、１つの身を２つにも３つにも割りたいぐらいの思いでいろんな事業に参画をしていただいて

おりますので、東京農大の学生たちとワークショップを組みながら、そういうことができるよう

になればより効率的にまちづくりに取り組んでいただける方向性がありますので、そういう中で
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しっかりと取り組んでいけるように、また東京農大とも連携をとっていきたいと考えております

ので、よろしく御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) 

 鳥取大学の受け売りではありますけども、大学との連携によって生まれるメリットは、大学の

持つ知的財産を活用することで、より理論的な施策の展開が図られ、行政の可能性が向上する。

若い学生が活動することで町に活気が増し、さらには就業定着に結びつく。これがメリットだと

いうふうに言われております。実際問題地域に根づいた調査研究は、地元の大学の役割であると

思いますし、農大生が地元に残る取り組みというのは、地域の役割なんだとふうに思います。町

の望むところ、そして大学の望むところをまずワーキング会議、グループ会議みたいなものはや

はり立ち上げて、そこから始めることが必要なんではないかと思いますので、ぜひそこら辺の検

討をお願いしたいと思います。 

連携協定の話ですが、ぜひ清里町にも結んでほしい連携協定があります。アウトドア用品メー

カーモンベルとのフレンドタウン協定です。昨年小清水町はモンベルと協定を結びました。そし

て４月に小清水にモンベルストアがオープンしました。大変なにぎわいを見せていますし、加え

て昨年度のふるさと納税はモンベル効果で清里町の１００倍以上の１０億円を寄付いただいてい

ます。そしてさらに今後はさまざまなツアーの企画やイベントが行われていくんだろうというふ

うに思います。モンベルという会社はアウトドア用品の販売だけではなく、様々なアウトドアツ

アーの提供や教室の開催、また環境保護活動にも熱心で、自然豊かな地方田舎の応援をしてくれ

ている会社です。現在モンベル会員も８０万人を超えていますし、１００万人に到達するのは目

前だと考えられます。 

昨年の小清水町に続き、今年網走市もモンベルとの連携協定を結びました。これによりまして

モンベルフレンドエリアこれは北見市、大空町、網走市、小清水町となりました。そこで、東オ

ホーツクの広域観光を考えるとき、日本１００名山の主峰斜里岳、阿寒摩周国立公園の裏摩周、

神の子池を有する清里町は、このモンベルフレンドエリアの加入を是非目指すべきだと考えます。

このことについて町長の考えをお聞かせください。 

 

○９番（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 アウトドア関連との連携ということでありますが、御案内のように小清水町では今年モンベル

ショップをオープンさせて、浜小清水の道の駅の横でありますけども、随分と人の賑わいがある

ようであるようであります。また組織力を通じた中でモンベルエリアとかフレンドタウンだとか

いろんな部分の展開もされておりますし、また会員制を持っておりまして、会員になると特典に

なるとか、そういう活動もされておられるようであります。 

そうした中で、このエリア全体をどう捉えていくかということも大事なことになってくるかな
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と思いますし、もう１つはモンベルがアウトドアの一流メーカーでありますが大手のアウトドア

メーカーは結構あるわけで、そこもほぼ同じ活動をやられているということがありますから、考

えながら行かなきゃならんかなというふうには思っておりますが、いずれにしろモンベルさんと

ちょっとお話をさせていただいたこともあるんですが、その段階でもエリアだとかフレンドタウ

ンとか、そういうことを抜きにしてもお互いのそのいろんな行事、活動、体験エリアとして、清

里町とも一緒にやっていきたいというふうなお話はいただいております。特に登山用品とかそう

いうのを中心とする、そこからスタートしておりますから、ちょうどうちの百名山だとか、羅臼

の百名山、阿寒とかそういうつながりがありますので、そういう意味においてこういう連携はで

きるかなというふうには思っております。 

ただ全体的な横の連携を考えていけばある程度枠組みの中で活動していかなければならない

点が来るのかなという思いはいたしているわけでありますので、そういう面において、モンベル

さんと連携をどうこれから構築していくかということが、非常に大事になってきます。また他の

メーカーとの絡みもいろんな部分で町内でも一般のお店屋さんでもモンベルショップであるとか、

例えばスノーピークのショップとかコールマンとかいろいろあるもんですから、そういうつなが

りもしっかりと１回調べて行かなきゃなというふうにも思っておりますんで、それを調べた中で

可能であれば、今出てきたようなことも含めて、何らかの形での連携がとれる形の確立を取得し

ておく必要があるんではないかなと思っておりますんで、もう少し時間をいただければというふ

うに思っております。以上であります。 

 

○９番（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 今町長、もう少し時間をというお話されましたが、これは大きなチャンスであって、もしかし

たら最後のチャンスかもしれないと思います。本来であれば、小清水町と一緒のタイミングでフ

レンドタウン協定を結べれば一番良かったんでしょうが、網走と一緒に結ぶというタイミングも

逃してしまいました。清里町を考える時、清里町ではサイクルスポーツもとても盛んですし、豊

かな自然もたくさんあります。モンベルが行っているツアーの１つにSEA TO SUMMIT海から

山の頂上まで、人力で、カヌー、自転車、徒歩でというようなそういうツアーがあるんですけど

も、清里町なんかは本当にまさにオホーツク海から斜里岳までのSEA TO SUMMITでは最適な

まちなんだろうと感じているところですし、斜里岳の麓にある江南小学校も使いようによっては

斜里岳自然学校みたいな提案もできるだろうし、いろんな可能性が連携によって広がると思うん

ですね。 

町長はモンベルの代表の辰野さんとお会いしていますよね。これモンベルの機関紙なんですけ

れども、清里町の櫛引町長がお祝いに駆けつけてくれましたということを書かれていますし、信

頼関係を深めていただいて、後は町長の熱意とトップセールスです。すぐにでも大阪へ飛んでき

いただきたいというふうに思うところですが、再度町長の考えをお伺いしたいと思います。 

 

○９番（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの件でありますけれども小清水町にモンベルショップが開設したときに私も参加をさ

せていただき、会長さんとお話をさせていただいています。そのときには具体的にフレンドタウ

ンだとかフレンドエリアの話ではなくて、清里も連携をしながらいろんなそうしたアウトドア行

事ですか、そういうのを一緒にやりましょうという、そういう話でありましたんで、我々として

もそこのところは一緒にやれるものはやっていきたいとお互い協力体制を組みましょうという話

をさせていただきました。 

確かに御案内のように、清里は本当に広大な農地もありますし、また要所要所のポイントもあ

ります。それから何といっても斜里岳と言う大きな自然を抱えていますから、どちらかというと

清里寄りの方がモンベルさんにとって都合が良いのかなというぐらいな体験型資源を持っている

というふうに思っておりますんで、そういう中を通じながらお互いの連携の強化をし、そしてそ

ちらの方につながるようにと、どちらが先かということよりも、そういう実質の部分が繋がって

それが身を結んでフレンドタウンの提携だったり、フレンドエリアの提携になって行ければ良い

かなという思いをいたしておりますので、そんな中で、これからもモンベルさんとは十分に連携

をとりながらやっていきたいなと思っているところであります。そういう内容でありました。 

 

○９番（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 前向きな検討をお願いいたしたいと思います。先ほどの話に日本で最も美しい村連合の話に戻

ってしまうわけですが、連携協定とは違いますが、それに近いのが日本で最も美しい村連合なん

だと思います。もうすぐ加入してから２年になるわけですが、町長もおっしゃられたとおり、６

０を超える市町村地域が加入して、９４以上のサポーター企業が応援してくれている。しかし清

里町が加入して以来、広報等での周知活動がされているものの、町村同士の交流ですとかサポー

ター企業とのマッチングみたいなものは、いまだそういう動きはないのが実状です。美しい村連

合を通じて交流を深める取り組み、これについて重なりますけども、町長も考えを再度お聞かせ

願いたいと思います。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 日本で最も美しい村連合との交流またはサポーター企業との交流の関係でありますが２８年に

清里町が日本で最も美しい村連合に６０数番目ということで加入させていただいたわけでありま

す。それ以降、総会も年２回ほどありますし、また幹事会でも数回行われております。都度職員

等を派遣しながら交流ができる相手先を今模索している最中でもありますし、文章で清里に視察

にきてくださいと、関係町村に文書を配布したりいろいろやっているところもありますんで、そ

ういう中からそういう交流先が見つかればより良い方向に行くかなというふうに思っているとこ
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ろでございます。またそういう活動の中に、サポーター企業さんも出品をしてくれたり出展をし

てくれたりともに活動する機会がございますので、そのサポーター企業さんとも何かの形で連携

が取れればなというふうに思っておりますが、全体としてどこと交流を云々というところまで至

っていないということであります。 

１つのチャンスとして、この７月に総会が鶴居村で行われます。そこに加入地域や市町村全員

が来ます。それとサポート企業も相当数毎回出席をいただいていますから、近間での開催で上手

くいけば、清里に寄って帰っていただけるかもしれません。そんなことを含めてＰＲ活動、積極

的な展開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。 

また大手の旅行会社、先ほどのフォトコンテストとかスタンプラリー、それからきよさとまん

なかひとりじめと、このような事業展開を通じた中で大手の旅行代理店さんとも連携をとって美

しい村を廻るツアーとかそういうものを提案していきたい、そういうふうに思っております。そ

ういう中からまた新しい動きが出てくればという思いでおります。 

いずれにしても積極的に連合会がやっている事業に参画をしながら、そういう堀りおこしをか

けていければと思っております。まだこれからというところでありますけども、もう少し時間を

いただければというふうに思っております。 

 

○９番（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 美しい村連合に加盟している町村をめぐるスタンプラリーみたいなものもありますし、そうい

うもののＰＲも必要と思います。来月行われる鶴居での定期総会、全国総会にも私たち議員も参

加させていただきますので、実際この目で交流というものを目にして勉強していきたいと思いま

す。美しい村連合に加入すること自体が目的ではないことは十分わかっていますし、我が町は日

本で最も美しいまちなんだという町民の誇りを育て、そしてそれを共有して加入町村と交流を深

め、またサポート企業と協力しながら発展していく。このように道を目指すのが真の目的だと思

います。 

清里町を寂れさせないキーワードは私は交流なんだと思います。今回、観光交流・都市交流連

携協定について質問させていただきましたが黙って待っていても誰も尋ねてはきません。こちら

から出向いていかなければ良い交流は生まれないと思います。観光交流・都市交流・連携協定さ

らに１歩踏み込んだ積極的な取り組みをお願いして質問を終わりたいと思います。 

 

○９番（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 清里に住んでいる方々が清里を自慢できる誇れるまちづくりをしていかなければというふうに

思っております。その中の１つの政策としての交流事業というふうな捉え方を持ちながら、町民

の皆さんが一緒になって参画をしながら、まちづくりを進めていける。そんな土壌づくりを我々

はしっかりやっていきたいというふうに考えておりますんで、今後ともよろしくお願い申し上げ



 50 

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで堀川哲男君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。ここで１０分間。２時

４０分までの休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時３０分 

再開 午後 ２時４０分 

 

●日程第９ 議案第３６号  

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 議案第３６号 清里町子育て支援医療費の助成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。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま上程されました、議案第３６号 清里町子育て支援医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例につきまして提案理由のご説明を申し上げます。平成３０年８月から北海道医療

給付事業での助成する医療費につきまして、請求方法が変更となり、医療機関は、診療報酬明細

書により保険医療費と併せて請求することが可能となります。子育て支援医療費の助成について

は、保険医療費の自己負担について北海道医療給付事業及び町の拡充事業で助成を行う仕組みで

ございますので、請求方法の変更により医療機関においては受給者から自己負担分を徴収せず町

に請求することとなります。しかしながら清里町子育て支援医療費の助成に関する条例では、医

療機関での支払いについて規定されていないため、今回条例の一部を改正を行い対応するもので

ございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので、審議資料の１ページをお開きください。

１ページには新旧対照表により改正箇所をアンダーラインにより示しております。 

改正の内容につきましては、条例第６条の全部を改正し、助成の方法について定めるものでご

ざいます。第１項において新たに医療に関する経費の助成は町長が保険医療機関へ支払うことに

より行うものとし、第２項においては、町長が特に必要と認める場合には、保護者からの申請に

基づき助成を行うことができるものといたします。第３項については、従前と同様に申請により

助成を行う場合、申請することのできる期間について定めるものでございます。附則につきまし

ては施行期日を定めるものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論ありませんか。 
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                              （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

これから議案第３６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３６号 清里町子育て支援医療費の助成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１０ 議案第３７号  

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 議案第３７号 清里町ケアハウス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。保健福祉課参与。 

 

○保健福祉課参与（長野徹也君） 

ただ今上程されました、議案第３７号 清里町ケアハウス条例の一部を改正する条例につきま

して提案理由を御説明申し上げます。本件につきましてはケアハウスの位置する土地について、

合筆登記を行った結果地番の変更が生じたことにより、改正を行うものです。  

それでは、改正内容につきまして、別冊審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。資

料の２ページをご覧ください。改正箇所は下線を引いてございます。条例第２条第１項、第２号

の１について。清里町羽衣町３５番地３４、清里町羽衣町３９番地１２６、清里町羽衣町３９番

地、１６４となっているところ、清里町羽衣町３５番地３４に改定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３７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。 
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 したがって、議案第３７号 清里町ケアハウス条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可

決されました。 

 

   ●日程第１１ 議案第３８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 議案第３８号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（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。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３８号 平成３０年度清里町一般会計補正予算第１号につきま

して、提案理由の説明をします。 

補正の総額は第１条第１項記載のとおり歳入歳出それぞれ２億３千９２５万７千円を追加し、

予算の総額を５２億７千２２５万７千円とするものでございます。第１条第２項につきまして事

項別明細書によりご説明申し上げます。 

まず初めに今回補正提案いたします主な事業につきましてご説明申し上げますので、別冊の審

議資料３ページをお開きください。補正予算の主な事業について御説明申し上げます。なお補正

予算額内の上段の括弧内当該事業の予算総額であり、財源につきましては事項別明細書に記載い

たしておりますので省略をさせていただきます。 

２款総務費、２項総務管理費、１目総務管理費、会計年度任用職員制度導入支援事業につきま

しては、会計年度任用職員制度の移行にあたり、例規整備等の支援を専門業者に委託するもので

ありまして２１６万円を計上するものでございます。２目財産管理費、基金積立事業につきまし

ては、平成２９年度の繰越額確定に伴いまして、減債基金に１億１千１３０万、財政調整基金４

千７３２万４千円を積立てるものでございます。８目町有林管理費、森林ＧＩＳシステム機材更

新事業につきましては、測量機器である森林ＧＩＳ機材が故障し更新を行うものでありまして１

２０万円を計上するものございます。９目総合庁舎管理費、総合庁舎改修事業につきましては、

役場庁舎の外壁改修とアスベストの除去を行い、施設の長寿命化と安全性の向上を図るものであ

り、改修工事費といたしまして、５千５６１万円を計上するのでございます。３項開発促進費、

１目企画振興費地域おこし協力隊募集採用選考委託事業につきましては、地域おこし協力隊の確

保のため、募集採用選考行うものでございまして、各経費を合わせまして、２４１万９千円を計

上するのでございます。 

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、畑作構造転換補助事業につきましては、馬

鈴薯、てんさいなどの生産性向上を図るため、革新的生産技術や作業体系を導入する取り組みに

支援するものでありまして、１千３５８万４千円を計上するものでございます。 

９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、光岳小学校閉校事業につきましては、光岳小学

校の閉校に伴う式典経費、閉校に伴う諸経費といたしまして２２０万２千円を計上するものです。 

それでは別冊の事項別明細書によりご説明を申し上げますので、３０年度補正予算に関する説

明書の一般会計歳入歳出予算事項別明細書第１号、ピンク色の紙から３ページをご覧ください。 

歳出よりご説明申し上げますが、ただいま審議資料において御説明申し上げました事業につき

ましては、説明を省略し、その他の事項を中心に御説明申し上げますので、ご了解いただきたい

と存じます。また特定財源の内訳につきましても、記載されているとおりでございますので省略
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させていただきたいと存じます。なお説明につきましては関連によりまして、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２１６万円、２目財産管理費１億５千８６２万

４千円につきましては、先ほど御説明申し上げましたので省略させていただきます。７目防災対

策費、９４万２千円につきましては、災害時の浸水被害対策として、排水用ポンプと発電機を追

加整備するものでございます。８目町有林管理費１２０万円、９目総合庁舎管理費５千５６１万

につきましては先ほどご説明申し上げましたので省略させていただきます。４ページをお開きく

ださい。３項開発促進費、１目企画振興費、２４１万９千円につきましては先ほどご説明申し上

げますので省略をさせていただきます。１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費及び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、北海道医療給付事業の変更に伴う事務経

費といたしましてそれぞれ２３万円、１００万８千円を計上するものでございます。次のページ

をご覧ください。 

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、１千３５８万４千円につきましては、先ほ

ど御説明申し上げましたので省略をさせていただきます。 

９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、２８３万２千円につきましては、清里小学校の

ボイラー煙突修繕としまして６３万円の計上と先ほど御説明申し上げました光岳小学校閉校事業

を合わせまして２８３万２千円を計上するものでございます。６ページをお開きください。３項

中学校費、１目学校管理費６４万８千円につきましては、清里中学校のボイラー集中管理パネル

の修繕を行うものでございます。 

それでは、歳入につきましてご説明申し上げますので１ページにお戻りください。総括表にて

ご説明を申し上げます。 

１３款国庫支出金３００万円の補正につきましては、総務費でご説明申し上げました庁舎改修

のアスベスト除去に係る交付金でございます。 

１４款道支出金の補正につきましては、民生費で御説明申し上げました北海道医療給付事業の

変更に伴う事務経費に係る補助金が１５万円、農林水産業費で御説明申し上げました畑作構造転

換事業に係る補助金が１千３５８万４千円、合わせて１千３７３万４千円を計上するものでござ

います。 

１６款繰入金の補正につきましては、庁舎改修の財源とするため、公共施設整備基金からの繰

入金として５千万円を計上させていただきます。 

１７款繰越金の補正につきましては前年度繰越金でございます。よって、補正後の予算総額が

５２億７千２２５万７千円でございます。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。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○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 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決されました。 

  

   ●日程第１２ 議案第３９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第３９号 平成３０年度清里町国民健康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。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３９号 平成３０年度清里町国民健康保険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。今回の補正は歳出予算についてのみ

補正を行うものであり歳入及び予算の総額に変更はございません。第１条第１項につきましては

別冊の事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。 

補正の理由は平成２９年度に交付を受けました国民健康保険事業の都道府県化に伴う事業報

告システムのクラウド構築に対する補助金について、平成３０年６月中に補助金額の確定を行う

旨厚生労働省より通知がございました。補助金が超過交付となっている部分につきましては７月

中に返納の必要が生じるため、今回補正を行うものでございます。それでは、平成３０年度補正

予算に関する説明書の最後の８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目一般管理費の１０万８千

円の減額につきましては、旅費の精査によるものでございます。７款諸支出金、１項還付金及び

還付加算金、２目償還金の１０万８千円につきましては前年度の補助金額確定に伴う返納金とし

て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。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第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 平成３０年度清里町国民健康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１３ 議案第４０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 議案第４０号 清里中学校グラウンド改修工事請負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（原田賢一君) 

 ただ今上程されました、議案第４０号 清里中学校グラウンド改修工事請負契約の締結につい

て提案理由をご説明いたします。 

本件は議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により

議会の議決を求めるものであります。 

契約の目的は清里中学校グラウンド改修であります。工事の概要を御説明申し上げます。本事

業は、清里中学校グラウンドの土埃飛散を解消するために芝生化を図り快適な学習環境を確保す

るものでございます。契約の方法は指名競争入札による契約であり、契約金額は５千３７８万４

千円でございます。なお、予定価格につきましては５千５４１万４千８００円でございます。契

約の相手方は清里町札弦町４８番地、野村興業株式会社でございます。工期につきましては、平

成３０年１１月３０日を予定しております。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。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採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。 

 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。 
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 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                    （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４０号 清里中学校グラウンド改修工事請負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１４ 意見案第２号 ～ 日程第１７ 意見案第５号 

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第１４ 意見案第２号 教職員の長時間労働解消に向け、公立の義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給特法）の廃止を含めた見直しを求め

る意見書についてから、日程第１７ 意見案第５号 平成３０年度北海道最低賃金改正等に関す

意見書についてを一括議題とします。 

 ４件について、それぞれ提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会 委員長 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 総務文教常任委員会提出の意見案を説明します。議会提出議案をご覧ください。少し長くなり

ますけど御提案申し上げます。 

意見案第２号 教職員の長時間労働解消に向け、公立の義務教育小学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法（給特法）の廃止を含めた見直し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３０年６月２０

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、記以下の内容を読み上げます。 

1、教育職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している公立の義務教育諸学校等の教育職

員の給与等に関する特別措置法（給特法）の廃止を含めた見直しを行うこと。２ページおめく

りください。 

次に意見案第３号 教職員の超勤多忙化解消、３０人以下学級の実現、義務教育費国庫負担制

度堅持、負担率２分の１への復元、子供の貧困解消など、教育予算確保拡充と就学保障に向けた

意見書について。本件について地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出す

る。平成３０年６月２０日提出、清里町議会総務文教常任委員会 委員長 勝又武司。 

２ページおめくりください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

１、国の責務である教育水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無償となるよう、また、

義務教育費国庫負担制度の堅持、当面義務教育国庫負担の負担率を２分の１に復元すること。 

２、３０人以下学級の早期実現に向け、小学校１年生から中学校３年生の学級編制の標準を順

次改定すること。また地域の特性に合った教育環境整備、教育活動の推進、住む地域に関係

なく、子ども達の教育を保障するため義務標準法改正を伴う計画的な教職員定数改善の早期

実現、教頭、養護教諭、事務職員の全校配置の実現のため必要な予算の確保、充実を図るこ

と。 

３、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、図書費など国の責任において、教育
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予算の十分な確保拡充を行うこと。 

４、就学援助制度、奨学金制度のさらなる拡大、高校授業料を無償化など就学保障の充実に向

け、国の責任において予算の十分な確保を拡充を図ること。 

５、高校授業料無償制度の所得制限撤廃を実現すること。次のページをおめくりください。 

次に意見案第４号 地方財政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３０年６月２０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、記以下の内容を読み上げます。 

１、子ども子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自

立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の充実など急増する社会保障ニーズへの対応と人

材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。また地方消費

税の引き上げを予定どおり２０１９年１０月に実施し、社会保障財源に充てること。 

２、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など増大する地方自治体の

財政需要と公共サービスの提供に必要な人材を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総

額の確保を図ること。 

３、地方交付税におけるトップランナー方式の導入は地域によって人口規模、事業規模の際、

各自治体における検討経過や民間企業の展開度合いの違いを無視して経費を算出する算定

するものであり、廃止縮小すること。次のページをお開きください。 

４、住民の命と財産を守る防災減災事業はこれまで以上に重要であり、自治体庁舎を初めとし

た公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。 

５、２０１５年度の国勢調査を踏まえた人口急減、急増自治体の行財政運営に支障が生じるこ

とが無いよう、地方交付税を算定すること。 

６、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税、消費税を対象に国税から地方

税への税源移譲を行うなど抜本的な解決策の協議を進めること。同時に各種税制の廃止、減

税を検討する際には自治体財政に与える影響を十分検証した上で、在外財源の確保を初め財

政運営に支障が生じること無いよう対応を図ること。 

７、地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を

踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など、対策を講じ

ること。同時に地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないもの

とし、対象国税４税（所得税・法人税・酒税・消費税）に対する法定率の引き上げを行うこ

と。 

８、地方自治体の基金は２００４年度の地方交付税、臨時財政対策債の一般財源の大幅削減に

よる自治体財政危機、自治体にかかわる国の突然の政策変更、リーマンショックなどの経済

環境変動下でも、災害の復旧、復興や住民の福祉向上のために必要な事業に対応できるよう、

財政支出の削減等に努められながら積み立てたものであり、これを、地方財政計画へ反映し

ないこと。次のページをお開きください。 

次に、意見案第５号 平成３０年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について。本件に

ついて地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。平成３

０年６月２０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、記以下の内容を読み上げます。 



 58 

１、できる限り早期に全国最低８００円を確保、２０２０年までに全国平均１千円を目指すと

いう目標を掲げた雇用戦略対話合意、経済財政運営と改革の基本方針及び未来投資戦略さら

には日本１億総活躍プランを十分尊重し、経済の自立的成長の実現に向けて最低賃金を大幅

に引き上げること。 

２、設定する最低賃金は、経験豊富な労働者の時間額が道内高卒初任給（時間額）９５８円を

下回らないよう水準に改善すること。 

３、厚生労働省のキャリアアップ助成金を有効活用した最低賃金の引き上げを図ること。同時

に中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能にする実効ある対策を図るよう国に

対し要請すること。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、４件について一括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

お諮りします。この意見案４件については、討論を省略し採決することに、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。 

 これから意見案第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、意見案第２号 教職員の長時間労働解消に向け、公立の義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置法（給特法）の廃止を含めた見直し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） 

 これから、意見案第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、意見案第３号 教職員の超勤・多忙化解消・３０人以下学級の実現、義務教育費

国庫負担制度堅持・負担率１/２への復元、子どもの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学保障

に向けた意見書については、原案のとおり可決されました。 
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○議長（田中誠君） 

 これから、意見案第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、意見案第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書については、原案のとおり

可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、意見案第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） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第５号 平成３０年度北海道最低賃金改正等に関する意見書については、

原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

ただいま可決されました４件の意見書の提出先、並びに内容の字句等については、その整理を

要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先、並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 

 

   ●日程第１８ 意見案第６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１８ 意見案第６号 北海道主要基幹農作物種子条例の制定に関す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。議会提出議案をご覧ください。 

意見案第６号 北海道主要基幹農作物種子条例の制定に関する意見書について。本件について

地方自治法第９９条の規定により別紙のとおり意見書を提出するものとする。 

平成３０年６月２０日提出、清里町議会産業福祉常任委員会委員長 前中康男。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 
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１、将来にわたって北海道の優良な種子が安定的に生産及び普及が図られ、生産者が安心して営

農に取り組み、高品質な道産農作物が消費者に提供ができるよう北海道主要農作物の種子に関

する道条例を早期に制定すること。 

２、対象の作物については、稲、麦、大豆といった北海道農業に欠かせない農作物を位置づける

とともに、条例の円滑な推進に必要な財政措置と万全な体制を構築すること。 

３、食料主権の確保と持続可能な農業を維持する観点から、優れた道産種子の遺伝資源が国外に

流出することのないよう、知的財産の保護を条例に盛り込むこと。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採択したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから意見案第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、意見案第６号 北海道主要基幹農作物種子条例の制定に関する意見書については、

原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 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１９ 発議第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１９ 発議第１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が、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

○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３０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２２分 


