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令和２年第１回清里町議会定例会会議録（３月６日） 

 

 令和２年第１回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  岡 本 英 明    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  古 谷 一 夫    ７番  村 島 健 二 

    ３番  伊 藤 忠 之    ８番  前 中 康 男 

    ４番  堀 川 哲 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    引  政 明 

教 育 長   岸 本  幸 雄 

     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   中 西  安 次 

    副 町 長   本 松  昭 仁 

    総 務 課 長   藤 代  弘 輝 

  企 画 政 策 課 長   伊 藤  浩 幸 

    町 民 課 長   熊 谷  雄 二 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田  成 人 

     産 業 建 設 課 長   河 合  雄 司 

    焼 酎 醸 造 所 長   清 水  俊 行 

    出 納 室 長   永 野    宏 

        生 涯 学 習 課 長    原 田  賢 一 
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    監査委員事務局長    溝 口  富 男  

    農業委員会事務局長    河 合  雄 司 

    選挙管理委員会事務局長     藤 代  弘 輝 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長     溝 口  富 男 

    書 記   世 良   奈都子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   諮問第 １号  人権擁護委員候補者の推薦について 

   同意第 １号  清里町監査委員の選任について 

   同意第 ２号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ３号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ４号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ５号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ６号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ７号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ８号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ９号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１０号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１１号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１２号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１３号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１４号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１５号  清里町農業委員会委員の任命について 

   議案第 １号  清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第 ２号  清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第 ３号  清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

           例の一部を改正する条例 

   議案第 ５号  清里町営牧野条例の一部を改正する条例 

   議案第 ８号  清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例 

   議案第 ９号  令和元年度清里町一般会計補正予算（第６号） 

   議案第１０号  令和元年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第１１号  令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第１２号  令和元年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第１３号  令和元年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第１４号  令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第 ４号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第 ６号  江南パークゴルフ場設置条例の一部を改正する条例 

   議案第 ７号  道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 
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   議案第１５号  令和２年度清里町一般会計予算 

   議案第１６号  令和２年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第１７号  令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第１８号  令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第１９号  令和２年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第２０号  令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第２１号  令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   令和２年度町政執行方針 

   令和２年度教育行政執行方針 
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                                                      開会 午前 ９時 30分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君) 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

ただいまから、令和２年第１回清里町議会定例会を開会します。 

ただちに、本日の会議を開きます。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君) 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 125条の規定により、議長において、３番 伊藤忠之君、４番 

堀川哲男君を指名します。 

 

●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 堀川哲男君。 

 

○議会運営委員会委員長（堀川哲男君） 

 議会運営委員会より報告させていただきます。本定例会は令和２年度当初予算が提案される議

会であり、町政執行方針、教育行政執行方針、一般質問、予算審査、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３月 13日までの８日間とすることが適当と思われます。 

以上が、議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 お諮りします。 

本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日から３月 13 日までの８日間にしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 したがって会期は本日から３月 13日までの８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、ご報告申し上げます。 
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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）「市町村アカデミー市町村議会議員特別セミナー」について、１月 16日から 17日まで２

日間、千葉市で開催され、堀川議員、伊藤議員、古谷議員、岡本議員が参加しております。記載の

講演が行われ、広く研鑽を深めてきたところであります。 

（２）「オホーツク町村議会議長会第２回定期総会」が２月 20 日、北見市留辺蘂町で開催され、

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

２ページになります。（３）「一部事務組合の会議等」並びに（４）「その他の会議・行事等」に

ついて、記載の会議・行事等に議長をはじめ、各議員が出席しておりますので、ご報告申し上げ

ます。 

大きな２点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況について、（１）総務文教常任委員会

から、３ページの（３）議会運営委員会まで、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、令和元年 12 月分、令和２年１月分につい

て、４ページから５ページのとおり提出されております。いずれも、適正であるとの報告であり

ます。 

大きな４点目、令和２年第１回清里町議会定例会説明員等の報告について、６ページのとおり

となっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。以上で、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 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 それでは町長の一般行政報告を申し上げます。 

まず大きな１の主要事業報告でございます。 

１点目の清里町農業振興計画の策定答申についてでございますが、先に諮問をいたしておりま

した清里町農業振興計画の策定に係る素案について 12 月 16 日に計画策定委員会、寺島委員長

より答申をいただき、最終計画として策定をいたしましたので、ここにご報告を申し上げるもの

であります。なお、計画策定に御尽力をいただきました計画策定委員並びに御協力をいただきま

した各農業関係機関団体の皆さまに改めて御礼を申し上げる次第でございます。 

次に、２点目の諸問題要請活動についてでございます。12月 18日、北海道議会役員室におい

て高橋文明北海道議会議員に対し田中町議会議長、石井農協組合長、そして私とで所要の要請活

動を行ったものでございます。要請項目は記載の①から⑦までの項目でありまして各事業の早期

採択、早期実施を要請いたしております。 

次に３点目の、斜網地域周産期医療体制の支援要請活動についてでございます。12月 24日、

網走市、大空町、斜里町、小清水町、清里町の１市４町の首長におきまして北海道大学大学院産

婦人科医局の担当教授に対しまして、北海道厚生連及び網走厚生病院院長とともに網走厚生病院

への産婦人科医師の継続派遣を要請したものでございます。 
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次に４点目の、斜里地区消防組合議会の結果についてであります。アの令和元年第５回定例会

につきましては 12 月 26 日斜里町総合庁舎３階議事場で開催されております。付議案件は記載

の４件でありまして、いずれも原案通り可決・承認されております。なお、②のオホーツク町村

公平委員会規約の一部改正に関する協議では事務職員の定数を２名から４名に変更したものでご

ざいます。また、④の一般会計補正予算第２回につきましては清里分署施設費の消防用車両購入

に係る所要額を補正したものでございます。次のページをお開きください。同じく、イの令和２

年第１回定例会につきましては２月 28 日、斜里町総合庁舎３階議事場で開催されております。

付議案件は記載の３件であります。いずれも原案通り可決・承認されております。①の財産の取

得では清里分署施設費において消防自動車の取得についての議決・承認をいただいたものであり

ます。②の令和元年度一般会計補正予算第３回におきましては実行予算に伴う所要額の補正、そ

して③令和２年度一般会計予算につきまして歳入歳出予算の総額を、９億５千 352 万３千円と

定めるとともに、債務負担行為及び組合債の議決・承認をいただいたものでございます。 

次に５点目の、斜里郡３町終末処理事業組合議会の結果についてであります。アの令和元年第

４回定例会につきましては 12 月 26 日斜里町総合庁舎２階大会議室にて開催されております。

付議案件は記載の３件であり、いずれも原案通り可決・承認されております。②の一般会計補正

予算第１回につきましては、人事異動に伴う人件費及び処理場の管理費において所要の補正を行

っております。③のオホーツク町村会公平委員会規約については消防組合と同様の内容でありま

す。次にイの令和２年第１回定例議会についてでありますが２月 28 日、斜里町総合庁舎２階大

会議室での開催であります。付議案件は記載の意見でありまして、歳入歳出予算の総額を９千

659万７千円とする令和２年度の一般会計について原案通り可決・承認いただいたものでありま

す。 

次に６点目の北海道内７空港民間運営開始女満別空港記念式典についてでございます。１月 

18日、女満別空港２階の出発ロビーにて挙行されております。北海道内の７空港を一括して運営

することになりました北海道エアポート株式会社が主催をしたものでございまして、浦本北海道

副知事をはじめ、高橋文明北海道議会議員、国土交通省北海道運輸局、オホーツク総合振興局、

美幌自衛隊ほか、各関係の自治体の首長の参加のもとにロゴマークとスローガンの発表、テープ

カットなどが行われ、盛会の内に終了をいたしたところであります。 

次に７点目のアトサヌプリ火山防災協議会についてであります。１月 22 日、弟子屈町釧路圏

摩周観光文化センターにて開催されております。本件につきましては平成 28 年に国が定める協

議会として弟子屈町と関係機関により発足をいたしていたところでありますが、昨年６月に新た

にアトサヌプリ火山災害警戒地域に清里町が編入告示されましたので、今回より協議会に参加を

させていただいたものでございます。会議の構成は、関係自治体としては弟子屈町と清里町の２

つの自治体でありますが、国の機関としては、気象庁、自衛隊、環境省他７機関、北海道の機関

として北海道庁、北海道警察をはじめ、多くの学識経験者と火山防災関係者により構成されてお

ります。当日は噴火警戒レベル運用に係る経過と避難計画の策定状況、アトサヌプリの活動状況

と監視体制についての報告ののち、３名の学識経験者の方からの講演と火山防災計画の一部改正

及び協議会での行動基準について協議、意見交換されたものでございます。 

次に、８点目の気象警報発令に伴う対応についてでございます。１月 30日午前 10時 13分、

網走地方気象台より大雪警報が発令されましたので、同時刻をもちまして災害対策情報連絡室を

立ち上げ職員の非常配備と町民の皆さんへの注意喚起などの対応行ったところであります。次の

ページになりますが、この大雪によりまして幼稚園、小中学校は 30 日と 31 日の両日臨時休校
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となってございます。また生涯学習総合センターなどのスポーツ文化施設は午後５時で閉館を、

そして 30 日と 31 日に予定されておりましたそれぞれの行事につきましては中止または延期、

さらにＪＲ釧網線は終日運行見合わせとなったものであります。 

次に、９点目のオホーツクイメージ戦略推進委員会についてであります。２月４日、網走市オ

ホーツク文化交流センターで開催されております。会議には管内の各市町村長及びオホーツク振

興局長、業務受託先の電通北海道からの職員が出席のもとにオホーツク管内のイメージと知名度

の向上のために官民が連携しロコ・ソラーレの知名度を活用したさまざまな企画を平成 29 年度

より３年間の事業として実施をしてきたものでございます。この３年間のプロモーション事業の

成果と方向性について検討評価を行い、令和２年度においては別組織となりますオホーツクＡＩ

推進協議会においてこの３年間の成果の活用によるところのイメージアップの取り組みを継続推

進することとしたものでございます。 

次に、10点目のオホーツク町村会定期総会についてでございます。２月６日、清里町町民交流

ホールにて開催されております。認定事項２件、議決事項４件、及び報告事項６件について審議

を了したのちにオホーツク総合振興局長、網走開発建設部長、オホーツク教育長より、当面する

課題や問題などについての情報の提供をいただき意見交換を行ったものでございます。 

次に、11 点目の阿寒摩周国立公園満喫プロジェクト地域協議会についてでございます。２月

13日、阿寒湖鶴雅ウイングスの大広間で開催されております。議題は記載の３件でありまして１

点目の協議会設置要綱の改正につきましては委員の職名の変更に伴う改正であります。２点目の

報告事項では、記載の６項目について、それぞれ関係省庁よりの報告がされております。また３

点目の協議事項におきましては本プロジェクトの 2019 年までの取り組み状況の取りまとめと

令和３年度以降の組織の継続について協議されたものでありまして令和３年度以降における本事

業の継続を国に対して要請することといたしたものであります。 

次に、12点目の地震の発生に伴う対応でございます。２月 1３日、午後７時 34分ごろに択捉

島南東きょうを震源地とするマグニチュード７最大震度４の地震が発生いたしました。清里町の

震度は３でありましたので、非常配備基準に基づき防災担当職員及び各施設担当者によります情

報連絡と被災確認を行ったところであります。なお、この地震による被害は報告されておりませ

ん。次に４ページをお開き願います。 

13 点目の北海道立高等看護学院の存続にかかる要請活動についてであります。２月 17 日、

網走医師会並びに網走保健所管内１市４町の首長におきまして鈴木北海道知事及び関係部局に対

し、要請活動を行ったものでございます。北海道立網走高等看護学院につきましては今後学生の

確保が見込めないとして令和３年度の学生募集を停止するとともに、年度末をもって学院を廃止

するとの考え方が示されております。こうしたことから斜網地域における看護師の確保は極めて

厳しい状態が続いておりますので地域における看護師の養成機関は必要不可欠との判断の基に現

学院を３年課程の看護養成学校に転換の上で存続するように要請活動を行ったものでございます。 

次に、14点目の新型コロナウイルスの対応についてであります。新型コロナウイルスの感染者

が全道全国的に拡大をしており、国及び北海道からの対策要請や予防措置などへの対応、各課に

おける情報の共有を図るために２月 25 日に新型コロナウイルス対策本部を設置をいたしており

ます。なお、現在までの取り組みといたしましては新型コロナウイルスの感染防止対策を２月 13

日のホームページと、14 日のお知らせメールにより、住民周知を行ったところであります。ま

た、国及び北海道からの臨時休校の要請と北海道の非常事態宣言への対応といたしまして、不要

不急の外出を抑えていただくために各会議や行事、業務などで緊急性を要しないものにつきまし
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ては開催日の延期または中止、各公共施設は休館または閉鎖をするとともに特別養護老人施設、

介護老人保健施設などにつきましても感染防止に努めるよう関係機関との連携のもとに取り組み

を進めているところでもございます。また、３月４日の新聞折込によりましてウイルスの感染防

止の取り組みと各公共施設などの休館状況などについて周知をさせていただいたところでありま

すが、今後においても必要とされる情報及び対応について各媒体を通じながら速やかに周知を図

ってまいりたいと考えている次第であります。なお、今後広範な業務に経済的影響が及ぶものと

予測されておりますので影響緩和に向けた対応につきまして国、道の支援制度を活用するととも

に、町におきましても早急に可能な対応策を検討してまいる所存であります。 

次に、15点目のジャガイモシストセンチュウ土壌調査の結果についてであります。既に取り組

みを進めております清里町内における１戸１圃場でのシロシストセンチュウ土壌調査につきまし

ては今般１圃場からの発生が確認されました。過日、農林水産省並びに北海道に発生圃場農家に

対し調査結果と、まん延防止対策などについての説明があったところでございます。 

また、今後発生地域においては大型単位での全圃場での土壌調査が必要となってまいりますの

で関係機関との連携のもとに準備を進めてまいる所存でございます。 

次に、16点目の札鶴ベニヤ工場の生産体制の見直しについてであります。２月 25日、町内最

大手の企業であります札鶴ベニヤ工場の山本社長より本社工場の合板生産を６月末で終了し７月

からは、白糠工場に製造ラインを移転統合するとの報告をいただいたところでございます。なお、

ランバーコア合板の芯材生産と林材部の業務は従来どおりに行うこととし、白糠工場との事業統

合により生ずる従業員の配置転換につきましても３月 20 日頃までには決定するように現在個別

面談を進めているとそういう御報告もいただいております。町といたしましても会社との連携の

もとに、就職相談などできるだけの対応を行ってまいりたいと考えている次第でございます。 

次に、17点目の気象警報発令に伴う対応についてであります。昨日３月５日、午後３時 46分

網走地方気象台より大雪警報が発令されましたので同時刻をもちまして災害対策情報連絡室を立

ち上げております。職員の非常配備と町民の皆さんへの注意喚起などの対応を行ったところであ

ります。なお、この風害によりまして道道摩周湖斜里線は、５日の午後より通行止めとなってお

ります．またＪＲ釧網線は運行の見合わせになっているところでございます。なお、本日のごみ

収集業務については中止をいたしました。また大雪警報につきましては本日、８時 15 分に解除

されております。次のページをお開き願いたいと思います。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。令和元年度の議決事業の３月１日

現在の工事進捗状況でございます。長栄橋の補修工事につきましては記載の工期工事内容で実施

されておりまして工事が既に完了しておりまして 100％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。令和２年清里消防団の出初式で

ありますが、１月４日、清里市街及び生涯学習総合センターで行われたものでございます。町内

外より多くのご来賓の方々のご臨席をいただく中、消防団員をはじめ町民の皆さん全体 97 名の

参加をいただき分列行進ののち、式典におきましては無火災表彰、永年勤続、並びに功績表彰の

授与式が行われ盛会の内に終了いたしたところでございます。 

以上申し上げまして、町長の一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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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。大きな１、主要事業報告についてであります。新型コロ

ナウイルス感染症への対応について。新型コロナウイルス感染者が全道全国的に発生する中、本

町教育委員会における現段階での対応についてご報告を申し上げます。まず学校教育関係でござ

います。北海道及び国からの臨時休校の要請に基づき、清里小学校並びに清里中学校が２月 28

日から３月 24 日までの間を臨時休校としております。なお、その後の３月 25 日から４月５日

までは春休みとなりますので、現段階におきましては新学期が始まる４月６日から学校再開とな

る予定であります。以上のことから休業期間の長期化に伴いまして子供たちの生活リズムや学習

習慣に対する不安の解消を図るとともに、子供たちの心身の健康状態や学習状況の把握等を行う

ために小、中学校においては休校期間中に１回ないし２回の登校日を設定することとしておりま

す。また、卒業式につきましては卒業生とその保護者及び教職員のみの出席のもと時間を短縮す

るなど感染防止の対策を講じた中、実施をいたします。このほか、清里高等学校は３月２日から

３月 24 日まで、やまと幼稚園は２月 28 日から３月 25 日までの間、臨時休校または休園とな

っております。 

次に、社会教育関係でございます。新型コロナウイルス対策による事業の中止につきましては

ことぶき大学修了式、大人の部活動、プラネットステージ公演、清里みらい塾となっております。

また社会教育施設につきましては、北海道の緊急事態宣言に伴い生涯学習総合センター、清里・

札弦両トレーニングセンター、武道館が２月 29 日から３月 19 日まで休館、ただし図書館につ

きましては本の貸出のみを実施しております。また、緑スキー場は２月 28 日で今シーズンの営

業を終了としております。学童保育につきましては小学校の臨時休校に合わせて原則的に２月28

日から３月 24 日まで休止としておりますが、休みが長期間にわたることから１、２年生の内ご

家庭での保育が難しくもしくは子供の預け先がないなどの児童のみを対象に感染防止の対策を講

じた中、本日から受入れを開始しております。以上、新型コロナウイルス感染症への対応につき

ましては今後におきましても感染の状況に応じて国及び北海道の動きに沿って対応してまいりた

いと考えております。 

次に大きな２、主な会議・行事等の報告であります。 

１点目、冬休み学習サポート教室について。児童生徒の基礎学力の定着と、学習習慣の確保及

び受験等に向けた学力向上を目指し、冬休み隔週サポート教室が開催されました。今回は小学校

が 12月 25日から 27日までの３日間、中学校は 26、27日の２日間、合計で 179名が参加

し各学校の教職員の指導のほか、清里高校生５名がサポーターとして子供たちの指導に当たりま

した。 

２点目、令和２年清里町成人式について。１月５日、プラネットにおいて新成人対象者 38 名

のうち 34 名の出席のもと開催され、例年通り主催者式辞、来賓祝辞ののち、新成人が一人ずつ
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二十歳の誓いを述べました。また式終了後には新成人自らが組織する実行委員会主催による祝賀

会が行われました。 

次に２ページをご覧ください。３点目、清里中学校３年生地域提言発表会について。２月 20

日、清里中学校において総合的な学習の時間の取組みとして中学生の視点で考えまとめた清里の

まちづくりに関する提言発表が行われました。魅力広がる未来の清里町をテーマとして、３年生

36 名が８つの班に分かれ発表を行い、町長よりそれぞれの提言に対し回答するとともに商工会

事務局長、観光協会事務局長及び私から全体的な講評を行いました。 

次に大きな３、教育委員会の開催状況であります。令和２年第１回教育委員会が２月 27 日に

開催され記載の６案件について審議決定されております。 

続いて、大きな４その他の１、全道大会の出場結果についてであります。本年１月に実施され

ました全道大会に記載の（1）および（2）のとおり本町の小学生、中学生がスケートと珠算にお

いて、全道大会に出場をしております。また（3）記載のとおり清里町プライズクラブが北海道青

年農業者会議に出場をしております。このうち中学校スケート大会におきまして、清里中学校３

年生の林拓磨君が全国大会出場権を獲得しております。なお、（4）のＪＯＣジュニアオリンピッ

クカップ春季水泳競技大会につきましては２月 23 日開催予定でありましたが、新型コロナウイ

ルスのまん延防止のため、残念ながら大会が中止となっております。 

次に、２の全国大会の出場結果についてであります。令和元年度全国中学校体育大会第 40 回

全国中学校スケート大会について先ほどの全道大会出場結果でも申し上げましたが北海道予選を

突破した林拓磨君が１月 30 日から２月５日まで長野市で行われた全国大会で男子 3,000ｍと、

5,000ｍに出場し、3,000ｍにおいて見事５位に入賞を果たしております。以上のとおり、いず

れの競技、大会におきましても本町の小・中高校生そして青年の皆さんが力いっぱい健闘し活躍

をしているところでございます。 

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  諮問第１号 

○議長（田中誠君) 

 日程第６、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま上程されました諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由のご説明

を申し上げます。本件につきましては、現在委員をされております山本眞弓氏が本年６月 30 日

をもって任期満了となりますので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、引き続き山本眞
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弓氏を人権擁護委員候補者として推薦することにつきまして、議会の意見を求めるものでござい

ます。 

人権擁護委員法第６条第３項の規定につきましては、町長は法務大臣に対し、人格、識見高く、

広く社会の実情に通じ人権擁護について理解のある者の中から議会の意見を聞いて候補者の推薦

をしなければならないとする規定でございます。山本眞弓氏は、札弦 40 番地にお住まいで昭和

25 年 12 月３日生まれの満 69 歳の方でございます。人権擁護委員候補者として推薦をいたし

たく、満場でのご同意を賜ります様よろしくお願いを申し上げます。 

なお、任期につきましては令和２年７月１日から令和５年６月 30日までの３年間であります。

次のページに履歴等について記載をされておりますのでご参照いただきたいと思います。 

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。 

本件は議会先例により討論を省略します。 

これから諮問第１号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については原案のとおり同意することに

決定しました。 

 

   ●日程第７  同意第１号 

○議長（田中誠君) 

 日程第７、同意第１号、清里町監査委員の選任についてを議題とします。提案理由の説明を求

めます。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただ今上程されました同意第１号、清里町監査委員の選任について提案理由のご説明を申し上

げます。現監査委員の篠田恵介氏は、この３月 31 日をもって任期満了となりますので、引き続

き選任をいたしたく地方自治法第 196 条第１項の規定により議会の同意を求めるものでござい

ます。地方自治法第 196条第１項の規定は、地方自治体の長は議会の同意を得て人格が高潔で普

通地方公共団体の財務管理、業務の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者の中

から選任するとする定めてございます。 

 篠田恵介氏は、羽衣町８番地にお住まいで昭和 49 年９月５日生まれの満 45 歳の方でござい

ます。履歴等につきましては、次のページに記載をされておりますのでご参照いただきたいと存

じます。なお、任期につきましては令和２年４月１日より令和６年３月 31 日までの４年間でご
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ざいます。篠田恵介氏の選任につきまして満場でのご同意を賜ります様お願いを申し上げ、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。 

本件は議会先例により討論を省略します。 

これから同意第１号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第１号、清里町監査委員の選任については原案のとおり同意することに決定

しました。 

 

   ●日程第８  同意第２号 ～ 日程第２１ 同意第１５号 

○議長（田中誠君) 

 日程第８、同意第２号から日程第 21、同意第 15 号までの清里町農業委員会委員の任命につ

いてを一括議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

したがって、同意第２号から同意第 15 号までを一括議題とすることに決定しました。一括し

て提案理由の説明を求めます。町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)   

 ただいま一括上程をされました同意第２号、清里町農業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農業委員であります森本宏氏がこの３月 18 日に任期満了となりますの

で引き続き任命をいたしたく、農業委員会等に関する法律第８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。農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定は、委員は農業に関

する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の訴訟に関す

る事項に関し、その職務を適正に行うことができる者のうちから市町村長が議会の同意を得て任

命するとそういう規定でございます。 

森本宏氏は、向陽 383番地にお住まいの畑作農業経営の認定農業者であり昭和 38年７月 31

日生まれの満 56 歳の方でございます。履歴等につきましては次のページに記載をされておりま
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すのでご参照いただきたいと思います。なお、任期につきましては令和２年３月 19 日から令和

５年３月 18 日までの３年間でございます。森本宏氏の任命につきまして満場でのご同意を賜り

ます様お願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既に上程されております同意第３号につきまし

ても清里町農業委員会委員の任命でございます。引き続き、岡本勝弘氏を農業委員に任命いたし

たく議会の同意を求めるものでございます。 

岡本勝弘氏は、向陽 373 番２にお住まいの認定農業者でございまして昭和 45 年１月１日生

まれの満 50歳の方でございます。任期は同じく３年間でございます。 

次のページをお開き願います。本件につきましても、既に上程されておりまして同意第４号で

ございます。清里町農業委員会委員の任命でありまして、引き続き新井大介氏を農業委員に任命

をいたしたく議会の同意を求めるものでございます。 

新井大介氏は清泉 4１番地にお住まいの認定農業者でありまして昭和 34 年６月 23 日生まれ

の満 60歳の方でございます。任期については３年間でございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既に上程されております同意第５号につきまし

ても農業委員会委員の任命でございます。引き続き、五味定信氏を、農業委員任命をいたしたく

議会の同意を求めるものでございます。 

五味定信氏は、上斜里 276 番地にお住まいの認定農業者でありまして昭和 35 年９月 26 日

生まれの満 59歳の方でございます。任期につきましても、同じく３年間でございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既に上程されております同意第６号につきまし

ても、農業委員会委員の任命でございます。引き続き、青野徹氏を農業委員に任命いたしたく議

会の同意を求めるものでございます。 

青野徹氏は江南 364 番地にお住まいの認定農業者の方でありまして昭和 43 年１月 30 日生

まれの満 52歳の方でございます。任期は同じく３年間であります。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既に上程をされております同意第７号につきま

しても農業委員会委員の任命でございます。新しく岩井清郎氏を農業委員に任命いたしたく議会

の同意を求めるものでございます。 

岩井清郎氏、上斜里 1８番地１にお住まいの認定農業者であり、昭和 47 年２月 17 日生まれ

の満 48歳の方でございます。なお、任期につきましては３年間でございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既に上程をされております同意第８号につきま

しても同じく農業委員の任命であります。引き続き、河西富士夫氏を農業委員任命いたしたく議

会の同意を求めるものでございます。 

河西富士夫氏は神威 1091 番１にお住まいの認定農業者の方でございまして昭和 35 年６月

25日生まれの満 59 歳の方でございます。任期は同じく３年間であります。 

次のページをお開きいただきたいと思います。同意第９号につきましても同じく農業委員の任

命でありまして引き続き、柳谷克彦氏を農業委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

柳谷克彦氏は羽衣町 42 番地にお住まいの認定農業者の方でありまして昭和 40 年９月 16 日

生まれの満 54歳でございます。任期につきましては、同じく３年間でございます。 

次に同意第 10 号の関係でありますが本件につきましても、農業委員会委員の任命でございま

す。引き続き、佐藤均氏を農業委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。 

佐藤均は向陽 168 番地２にお住まいの認定農業者でありまして昭和 36 年４月 16 日生まれ
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の満 58歳の方でございます。任期は３年間でございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既にに上程されております同意第 11 号につき

ましても農業委員の任命でありまして、引き続き、太田智美氏を農業委員に任命いたしたく議会

の同意を求めるものでございます。 

なお、太田智美氏は法第９条第１項に規定する委員の募集に応募をいただいた方でありまして、

羽衣町 64 番地 52 にお住まいの昭和 45 年 10 月 25 日生まれの満 49 歳の方です。任期につ

きましては同じく３年間でございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既に上程されております同意第 12 号につきま

しても、農業委員会の委員の任命でございます。新しく垂石義秋氏を農業委員に任命をいたした

く議会の同意を求めるものでございます。 

垂石義秋氏は、札弦町７番地にお住まいの認定農業者でありまして昭和 42 年 10 月 27 日生

まれの満 52歳の方でございます。任期につきましては同じく３年間でございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既に上程されております同意第 13 号につきま

しても農業委員会委員の任命でございます。新しく鈴木良則氏を農業委員に任命をいたしたく議

会の同意を求めるものでございます。 

鈴木良則氏は神威 693 番地にお住まいの認定農業者でありまして昭和 39 年３月 31 日生ま

れの満 55歳の方でございます。任期につきましても、同じく３年間でございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既に上程されております同意第 14 号、本件に

つきましても農業委員会の委員の任命でございます。新しく早川秀和氏を農業委員に任命いたし

たく議会の同意を求めるものでございます。 

早川秀和氏は上斜里 478 番地にお住まいの認定農業者の方でありまして昭和４4 年１月 10

日生まれの満 51歳の方でございます。任期は同じく３年間でございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。既に上程されております同意第 15 号につきま

しても清里町農業委員会委員の任命でありまして新しく島田愼司氏を農業委員に任命いたしたく

議会の同意を求めるものでございます。 

島田愼司氏は向陽 399 番地にお住まいの認定農業者でありまして昭和 46 年 12 月 24 日生

まれの満 48歳の方でございます。なお、任期につきましては同じく３年間であります。 

以上、満場でのご同意を賜ります様お願いを申し上げまして提案理由の説明を終わらせていた

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。 

本件は議会先例により討論を省略します。 

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。賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 
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 起立全員です。したがって同意第２号、清里町農業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。 

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。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号清里町農業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。 

これから同意第４号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、同意第４号、清里町農業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。 

これから同意第５号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第５号、清里町農業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。 

これから同意第６号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第６号、清里町農業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。 

これから同意第７号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第７号、清里町農業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。 

これから同意第８号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 
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 起立全員です。 

したがって、同意第８号、清里町農業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。 

これから同意第９号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第９号、清里町農業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。 

これから同意第 10 号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第 10 号、清里町農業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。 

これから同意第 11 号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって同意第 11 号、清里町農業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。 

これから同意第 12 号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第 12 号、清里町農業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。 

これから同意第 13 号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第 13 号、清里町農業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。 

これから同意第 14 号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 
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○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第 14 号は清里町農業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。 

これから同意第 15 号を採決します。この採決は起立によって行います。賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第 15 号、清里町農業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２２  議案第１号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 22、議案第１号、清里町印鑑登録及び証明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（熊谷雄二君) 

 ただ今上程されました議案第１号、清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。今回の条例改正は成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の成立に伴い、清里町印鑑登

録及び証明に関する条例を一部改正するものでございます。成年被後見人等の人権が尊重され、

成年被後見人等であることを理由として不当に差別されないよう、権利の制限に係る措置の見直

しを行うものでございます。 

それでは別冊の審議資料、新旧対照表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。改正後の条例にてご説明いたします。第２条第２項第２号、文中、成年被後見人を意

思能力を有しないもの（第１号に掲げるものを除く）に改め第３条第２項第１号、文中、住民基

本台帳に記録を、住民基本台帳に記載（法第６条第３項の規定により磁気ディスク（これに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む以下同じ。）をもって調整

する住民票にあっては記録以下同じ。）がに改め同条、文中、住民基本台帳に記録を住民基本台帳

に記載がに改め同条、文中、備考欄に記録を備考欄に記載がに改めます。 

２ページをお開きください。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１号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって議案第１号、清里町印鑑登録及び証明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。 

ここで 10時 40分まで休憩とします。 

休憩  午前 10時 27分 

再開  午前 10時 40分 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   ●日程第２３  議案第２号 

○議長（田中誠君) 

日程第 23、議案第２号、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を

議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 ただ今上程されました議案第２号、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例について提案理由のご説明を申し上げます。議案書を１枚お開きください。 

この条例改正につきましては、働き方改革関連法案を受けた人事院規則の改正により国家公務

員において超過勤務の条件設定が行われたことから、地方公務員についても同様の処置を講ずる

ことが求められております。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

御説明申し上げます。審議資料の３ページをご覧ください。改正後の条例によりご説明申し上げ

ます。第８条につきましては正規の勤務時間以外の期間における勤務と定めたものであり第３項

を新設し、必要な事項は規則で定めることとし、規則により国と同様に１ヶ月及び１年の上限時

間を定めております。附則につきましては、施行日を令和２年４月１日からとしております。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。 
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これから討論を行います。 

（「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２号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、議案第２号、清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

は原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２４  議案第３号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 24、議案第３号、清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を議題とします。 

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３号、清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由をご説明申し上げます。 

本件につきましては令和２年４月１日以降、放課後児童クラブの設備及び運営に関する国のみ

なし支援員制度に係る経過措置の基準が従うべき基準から参酌すべき基準に緩和されましたこと

から、本町における経過措置の基準につきましても、期限を定めたものから当面期限を設けない

基準に緩和するものでございます。内容につきましては審議資料の新旧対照表によりご説明申し

上げますので、４ページをお開きください。 

表の右側が改正前の条例、左側が改正後の条例となり、下線部が改正箇所となります。第２条

につきましては職員に関する経過措置であり、平成 32 年３月 31 日までの間を当分の間に、ま

たカッコ書きの平成 32 年３月 31 日までにを削除をいたします。附則については施行の日を定

めるもので令和２年４月１日とするものであります。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○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。 

（「討論なし」との声あり） 



 

20 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

これから議案第３号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって議案第３号、清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２５  議案第５号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 25、議案第５号、清里町営牧野条例の一部を改正する条例を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただ今上程されました、議案第５号、清里町営牧野条例の一部を改正する条例につきまして提

案理由のご説明を申し上げます。今回の条例改正は、今後の牧場管理を適切に行うために、長期

間使用実績がなく、今後も使用見込みのない牧区について整備を行うものであり、位置及び面積

について改正するものでございます。具体的には現在使用しております第１牧区からは第５牧区

に対応する位置及び面積について改正するものでございます。それでは別冊の審議資料によりご

説明いたしますので審議資料の７ページをお開きください。 

新旧対照表により改正箇所をアンダーラインで示しており、表の左側、改正後の条例によりご

説明いたします。第２条において位置を「清里町字江南 807番地３」、同じく「807番地 22」、

「807番地 23」、「807番地 25」の一部とし、面積を 79.9700ヘクタールに改めるものでご

ざいます。 

附則につきましては施行期日を令和２年４月１日と定めるものでございます。以上、提案理由

の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 
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これから、議案第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、議案第５号、清里町営牧野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２６  議案第８号 

○議長（田中誠君) 

日程第 26、議案第８号、清里町道路の構造の技術的基準等を定め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。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただ今上程されました議案第８号、清里町道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改

正する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は道路構造令の一部改正に伴い、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設

けられる帯状の車道部分として自転車通行帯を新たに規定し、その設置要件を定めるものでござ

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 13 ページをお開き

ください。 

新旧対照表により改正箇所をアンダーラインで示しており、表の左側、改正後の条例によりご

説明いたします。第５条第１項及び第５項においては車道から、第７条第２項においては副道か

ら、自転車通行帯を除くことを規定するものでございます。 

第９条の２として自転車通行帯として規定する条文を新設し、第１項及び第２項では自動車及

び自転車の交通量が多い町道において自転車の通行を分離する必要がある場合、原則車道の左寄

りに自転車通行帯を設けることについて、14ページをお開きください。 

第３項及び第４項は、自転車通行帯の幅員について規定するものでございます。第 10 条は自

転車道について規定しておりますが、自転車通行帯が新たに規定されることにより、自転車道の

設置基準を道路の設計速度が時速 60 ㎞以上の道路に改正するものでございます。15 ページを

ご覧ください。 

第 11 条において、自転車歩行者道を設ける場合、自転車通行帯を設ける道路を除くことを規

定するものでございます。第 12 条において、自転車通行帯を設ける道路にはその各側に歩道を

設けることを規定するものでございます。第 33 条では待避所においては車道の幅員から自転車

通行帯を除くことを規定するものでございます。第 42 条については第９条の２を新設したこと

により条項を追加するものでございます。16ページをご覧ください。 

附則につきましては第１条で施行期日を、第２条で経過措置について定めるものでございます。 

以上を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。 
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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。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

これから議案第８号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、議案第８号、清里町道路の構造の技術的基準等を定め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２７  議案第９号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 27、議案第９号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第６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（伊藤浩幸君) 

 ただ今上程されました議案第９号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第６号）につきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。補正予算の総額は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳

出それぞれ５千 915 万５千円を減額し、予算の総額を 50億８千 607万２千円とするものでご

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

条の繰越明許費、第３条の債務負担行為の補正、第４条の地方債の補正につきましては議案書を

３枚おめくりください。第２表、繰越明許費でございます。 

８款消防費、１項消防費、斜里地区消防組合清里分署負担金事業につきましては、札弦の第２

分団に配備されております消防６号車の車両更新に係る負担金となっております。事業費が確定

したことから３千 972 万９千円を翌年度に繰り越すものでございます。次のページをご覧くだ

さい。第３表、債務負担行為補正でございます。 

パパスランドの指定管理業務から清里町学校給食センター業務委託事業までの３事業におきま

して事業費の変更に伴い、それぞれ限度額を変更するもので、３事業総額で 100万９千円を増額

するものでございます。次のページをお開きください。第４表、地方債補正でございます。 

臨時財政対策債から生涯学習活動車運行事業債まで４事業におきまして、事業費の確定に伴い、

それぞれ限度額を変更するもので、４事業の総額で４千 130万円を減額するものです。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。 

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

財源の確定による補正とともに、各事業の財源及び町債の調整を行うものであります。歳出につ
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きましては、実行予算に基づく事業費の執行に伴う不用額及び工事費等の確定による減額、また、

国・道交付金、補助金等の確定に伴う増減額の補正でございます。なお、特別交付税など歳入の

未確定のものや、今後執行する事業の歳入歳出の確定処理が伴うものは必要に応じ３月末をもっ

て専決処分の措置をさせていただきますので御理解をいただきたいと存じます。 

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、

別冊の令和２年第１回清里町議会定例会審議資料を御用意ください。審議資料の 17 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

当該事業の予算総額であり、財源につきましては資料に記載しておりますので説明を省略させて

いただきます。 

２款総務費の基金積立事業につきましては、公共施設整備基金及びふるさと基金への積立を行

うもので１億５千 651 万８千円を増額するものでございます。次の老健介護報酬剰与金積立事

業につきましては、老健の指定管理委託料と介護報酬収入に生ずる差額を減債基金に積み立てる

もので財源調整といたしまして 339万円を減額補正するものです。 

３款民生費の介護老人保健施設きよさと指定管理運営事業につきましては、国の介護報酬制度

改正による老健施設の人件費の増額分として委託料を１千 31万６千円増額補正するものです。 

４款衛生費の診療所備品購入事業は事業の中止に伴う不用額で１千 542 万円を減額補正する

ものです。 

２目予防費の予防接種事業につきましては、事業実績により 503 万６千円を減額補正するも

のです。 

５款農林水産業費の地域用水環境整備事業につきましては予定工事の実施年度変更や事業実績

による負担金の減額分といたしまして１千 509万９千円を減額補正するものでございます。18

ページをお開きください。 

６款商工費の商店街活性化事業及び次の住環境づくり推進事業につきましては、どちらも申請

者数の減によりそれぞれ１千万円と 280万円を減額補正するものです。 

７款土木費の道路新設改良事業につきましては交付金配分額及び工事費等の実績により６千

750万７千円を減額補正するものです。 

８款消防費の斜里地区消防組合清里分署負担金事業につきましては、清里分署負担金事業の実

績による不用額といたしまして 243万８千円を減額補正するものでございます。 

９款教育費の遠距離通学バス業務委託事業につきましては、運行実績による委託金額の減額分

として 400万７千円を減額補正するものでございます。19ページをご覧ください。 

幼稚園就園奨励費補助事業につきましては、幼児教育保育無償化の法改正により補助期間が半

減したことに伴う補助金額の減額で 466万９千円を減額補正するものです。 

４項社会教育費の生涯学習活動車運行事業につきましては、事業実績に伴い 526 万１千円を

減額補正するものです。 

10款公債費の地方債元金償還事業及びその下、地方債利子支払い事業につきましては、変動金

利償還分の利率見直し等により元金を 337万９千円、利子を１千 378 万５千円、それぞれ減額

補正するものです。 

それでは、続きまし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、別冊の令和元年度補正予算に関する説明書を御用意ください。13ページをお

開きください。 
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歳出よりご説明申し上げますが、審議資料によりご説明申し上げました事業は説明を省略させ

ていただき特異的な事項のみご説明を申し上げます。また、特定財源の内訳につきましても詳細

費目を記載しておりますので省略させていただきます。 

２款総務費、１項給与費、１目職員給与費につきましては財源振替を行うものです。 

２項総務管理費、１目一般会費につきましては、臨時職員賃金の減額分として 199万円を減額

補正するものです。 

２目財産管理費につきましては、委託料、工事請負費の執行残などによる減額。次のページ１

４ページに先ほどご説明いたしました基金積立などを合わせまして１億５千 555 万３千円を増

額するものです。 

３目、14ページ、地籍管理費につきましては財源振替。 

５目自治振興費につきましては、地域活動の推進交付金が概ね確定いたしましたので 200 万

円を減額補正するものです。 

７目防災対策費から 15 ページ、９目総合庁舎管理費、１つ飛ばしまして 11 目支所及び出張

諸費につきましては事業完了に伴う不用額及び工事請負費の執行残などによる減額でございます。 

10 目町民会館費と１つ飛ばしまして 16 ページの 12 目札弦センター費から 14 目町民活動

施設費につきましては財源振替を行うものです。 

17 目職員福利厚生費につきましては工事請負費の執行残であり 17 万３千円を減額補正する

ものです。18 目行政情報システム管理費につきましては事業完了に伴う不用額及び負担金の減

額であり、合わせまして 29万６千円を減額補正するものです。17ぺージをご覧ください。 

３項開発促進費、１目企画振興費につきましては、地域おこし協力隊員の退任に伴う人件費の

減及び委託料の不用額による減額で、合わせまして 288万８千円を減額補正するものです。 

４項庭園のまちづくり事業費、１目花と緑と交流のまちづくり事業費につきましては、事業費

の確定に伴い 120万円を減額補正するものです。 

５項徴税費、１目徴税費につきましては財源振替を行うものです。18 ページをお開きくださ

い。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費につきましては器具購入費の不用額及び負担金の減

額で 216万５千円を減額補正するものです。 

７項選挙費、２目参議院選挙費につきましては、事業費の確定による 48 万２千円の減額補正、

３目知事道議会議員選挙費につきましては財源振替を行うものです。 

10 項総合戦略費につきましては、清里高校総合支援対策事業といたしまして清里高校入学者

への入学支度金の増額及び事業実績による補助金の減額を行うものと学校給食費の実績による減

額であり、69万４千円を減額補正するものでございます。19ページをご覧ください。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、２目障害者自立支援費につきましては事

業実績による減額に伴い、それぞれ 83万円、270万円を減額補正するものです。21ページを

ご覧ください。 

３目福祉サービス事業費につきましても、事業実績による減額であり 120 万円を減額補正す

るものです。 

４目老人福祉費につきましては、老健きよさと運営業務委託料の増額、保健センター夜間連絡

受付業務委託料及び介護保険事業特別会計繰出金の減額であり、合わせまして 716 万１千円を

増額補正するものでございます。22ページをお開きください。 

２項児童福祉費、１目児童母子福祉費につきましては負担金の増額分として 22 万５千円を増
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額補正するものです。 

２目保育所費につきましては、臨時職員人件費の減額分として 398 万円を減額補正するもの

でございます。３目子育て支援センター費につきましては財源振替を行うものです。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費につきましては、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。23ページをご覧ください。 

２目予防費につきましては各種検診及び予防接種等の実績により 800 万６千円を減額補正す

るものです。 

３目各種医療対策費につきましては、養育医療返納金の増額、後期高齢者医療療養給付費負担

金及び国民健康保険事業特別会計繰出金の減額であり、合わせて 570 万９千円を減額補正する

ものでございます。24ページをご覧ください。 

４目環境衛生費につきましては、事業費の確定による負担金の増額と委託料及び農業集落排水

事業特別会計繰出金の減額で、合わせまして 196 万８千円を減額補正するものです。 

５目保健福祉総合センター費につきましては、事業完了に伴う工事請負費の執行残であり 50

万２千円を減額補正するものです。25ページをご覧ください。 

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費につきましては、委員報酬の減額で 31 万

９千円を減額補正するものです。 

２目農業振興費につきましては焼酎事業特別会計繰出金の減により 55 万１千円を減額補正。

３目畜産業費につきましては財源振替を行うものでございます。 

４目農地開発事業費につきましては、事業実績に伴う不用額及び工事請負費の執行残などによ

る減額であり 186万７千円を減額補正するものです。26ページをお開きください。 

５目道営整備事業費につきましては、審議資料でご説明いたしましたので省略いたします。27

ページをご覧ください。 

２項林業費、１目林業振興費につきましては、事業実績による不用額及び網走地区森林組合へ

の出資金の増額であり、合わせまして 105万７千円を減額補正するものです。 

２目自然保護対策費につきましては財源振替。６款商工費、１項商工費、１目商工振興費につ

きましては、それぞれの補助金の実績により１千 480 万円を減額補正するものでございます。

28ページをお開きください。 

２目観光振興費につきましては、事業完了に伴う不用額及び補助の実績により 279 万円を減

額補正するもので４目江南パークゴルフ場費につきましては、財源振替を行うものです。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費につきまして事業完了に伴う工事請負費の執行

残であり 222万３千円を減額補正するものです。29ページをご覧ください。 

２目道路新設改良費につきましては審議資料でご説明いたしましたので、省略させていただき

ます。３項住宅費、１目住宅管理費につきましては委員報酬及び補助の実績による減額で 112万

７千円を減額補正するものです。30ページをお開きください。 

２目住宅建設費につきましては、事業の完了に伴う工事請負費の執行残で 267 万円を減額補

正するものです。８款消防費、１項消防費、１目消防費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。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費につきまし

ては事業実績による不用額であり 135万２千円を減額補正するものです。31ページをご覧くだ

さい。 

２目教育諸費につきましては事業の完了に伴う不用額及び先ほど審議資料で御説明いたしまし

た幼稚園就園奨励費補助事業の減額であり、合わせまして 959 万８千円を減額補正するもので
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す。２項小学校費、１目学校管理費から 32 ページの３項中学校費、２目教育振興費につきまし

ては、事業の完了に伴う不用額及び補助金の減額であり２項小学校費、１目学校管理費 72万円、

２目教育振興費 382 万円、３項中学校費、１目教育振興費 245万５千円をそれぞれ減額補正す

るものでございます。４項社会教育費、２目生涯教育費につきましては財源振替を行うものです。

33ページをご覧ください。 

３目生涯学習総合センター費につきましては審議資料でご説明いたしましたので省略させてい

ただきます。５項保健体育費、１目保健体育総務費から４目スキー場管理費につきましては、工

事請負費の執行残であり、１目保健体育総務費 84万５千円、２目トレーニングセンター費 137

万円、３目町民プール費 40 万４千円、４目スキー場管理費は 107 万２千円をそれぞれ減額補

正するものでございます。34ページをお開きください。 

５目学校給食センター費は財源振替をするものです。10款公債費、１項公債費、１目元金及び

２目利子につきましては審議資料でご説明いたしましたので説明を省略させていただきます。 

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

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

目が記載されておりますので総括表にて概要のみご説明を申し上げます。補正総額５千 919 万

５千円の減額の内訳でございますが、一般財源の補正額は１款町税、２項地方譲与税、９款地方

特例交付金、10款地方交付税、16款財産収入のうち財産運用収入及び財産売払収入の一部、17

款繰入金のうち財政調整基金繰入金、19款諸収入のうち雑入の一部、20 款町債のうち臨時財政

対策債、20款寄附金のうち総務費、総務管理費寄附金であり、合わせまして一般財源が４千 817

万８千円の増額補正でございます。 

特定財源につきましては 12款分担金及び負担金が 202万６千円の増、13款使用料及び手数

料が 136万５千円の増、14款国庫支出金が７千 511万５千円の減、15款道支出金が 390万

３千円の減、16 款財産収入の一部が 814 万円の増、17 款繰入金の一部２千 280 万８千円の

減、19 款諸収入の一部２万２千円の増、20 款町債の一部、２千 810 万円の減、21 款寄附金

の一部１千 100万円の増で、合わせまして特定財源は１億 73７万３千円の減額補正となりまし

て歳入合計５千 919 万５千円の減額補正でございます。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。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ２点ばかり事実関係と事業の関係を確認させていただきたいんですけれども、まず 14ページ。

２款総務費、総務管理費の財産管理費の基金積立の関係と考え方を確認させていただきたい。今

般、基金管理運用事業費でふるさと基金積立金 1千 884万 8千円を今回補正されているわけで

すけれども、特定財源としてふるさと寄附金、基本的な考え方としては年度末の補正で当初予算

では見ないで、実績に応じて今回歳入で補正されて、それを特定財源として充当しながら全体的

なふるさと基金を積み立てるという方式を、当町はとっているというふうに理解しているところ

なんですけれども。確認をしたいのは、これはこれで別にどうのこうのじゃないんですけれども、

この特定財源、当然、返礼品を含めた事務経費含めた部分をそれぞれ当該年度、また翌年度支出

の部分で出てくるわけなんですけれども、今回積み立てた１千 100 万等の部分を特定財源とし

て新年度はふるさと基金の返礼品やそういった事務の委託費に充てていくという考えの中で運用
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されているというふうに理解してよろしいのかどうか。間違っていないかどうか改めて確認をさ

せてください。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今議員おっしゃったとおり、この基金につきましては翌年度の事業にそれぞれ充当しながら事

業を執行していくということで考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

本当に再確認ですけれども、翌年度の当該事業、ふるさと基金、寄附の返礼品の事務経費と返

礼品等の執行に前年度の当該基金を積み立てたものを充当しているという考え方に間違いありま

せんか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 すみません、お待たせしました。先ほどの基金につきましては翌年度の事業、それぞれ返礼品

で目的がありますけれども、それぞれの使途にあわせて、次年度にしっかりと充当しております。

返礼品の事務費については一般財源の方で賄っているということでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 この辺については確認させていただいて、また新年度予算の審議の中で確認をさせていただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

違う部分で確認なんですけれども、27ページ。６款商工費、商工振興費の中の商工業振興対策

事業費の減額補正の具体的な中身は主要施策の中でも出てきておりませんし、具体的説明がなか

ったんですけれども、ただ実際見てみると補正財源の内訳の中で、プレミアム付商品券事業の補

助金の国の財源がマイナスで 255 万１千円。事務費の補助金がマイナスの 21 万５千円という
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ことは、消費税改正に伴う部分での乳幼児をもつ方や町民税非課税の方の高齢者、特定の方たち

に対する支援に関する部分での執行残を減額補正を財源的にもされたというふうに理解したいと

思うんですけれども、説明がなかったので。 

それで確認なんですけど、例えば当初、補正で組まれた部分でいくと事業種的には財源的な事

業費としては国の補助金が 380 万円組まれていたというふうに理解しています。それから準備

費の補助金が 221 万５千円組まれていたというふうに理解しておりますけれども、現実的に今

回の財源補正からくると、その事業の執行率は極めて低いという実態の中で、例えば今言ったよ

うにいくと実際に国の補助金、100％補助ですから、全部この辺ですね。例えば 130 万円のプ

レミアムの部分を 21％分ふかするのに 200 万の事務費がかかったという理解で。130 万の今

言ったような商品券 20％を出すのに 200万の事務費がかかったというふうに。中身は国の制度

ですから、町が良い悪いではないので、そういった理解でいいのか確認だけさせていただきたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今、古谷議員からあった、このプレミアムの関係の補助金ですけど、今言ったとおり、国の補

助という事でありまして、今言った内容で実績に基づいて今回この減額補正になっているという

ことでございます。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 国の制度なので、国の制度自体がどうかということがあった中で、非常に事務担当者の方々や

商工会苦労されながら執行されて、非常に執行率が低かったという形で、こういう形が今後新年

度予算の中でも地域経済振興、商工振興ということがありますから、どういう形が町民の中でお

金が回っていくのかということをしっかりやっていかないと、国がやったからやるんだという形

の中だと、なかなか対策というのは十分地域に浸透していかないということも含めて、また予算

審議の中でこの辺については議論をさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 質問３回だったんですけど。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 はい、知っています。了解しています。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。他にありませんか。 

（「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。 
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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９号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって議案第９号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第６号）は原案のとおり可決さ

れました。 

 

   ●日程第２８  議案第１０号 

○議長（田中誠君) 

日程第 28、議案第 10号、令和元年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）を議題

とします。本件について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただ今上程されました議案第１0 号、令和元年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）について提案理由をご説明いたします。 

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２千 545万１千円を減額し、予

算の総額を４億７千４84万円とするものであります。第２項につきましては、別冊の補正予算に

関する説明書により説明いたします。歳出から説明いたしますので薄茶色の表紙、介護保険特別

会計歳入歳出予算事項別明細書の 38ページをお開きください。 

今回の補正は、歳出にあっては総務費におけるシステム改修等の増額、各介護保険サービスの

給付見込による保険給付費の増減、地域支援事業費の実績見込みによる増額、地域支援事業交付

金、国費返納金の確定による減額及び確定に伴う財源振替、歳入にあっては介護保険料及び保険

給付費等のルールで算出する国庫支出金、道支出金、支払基金交付金、繰入金等の財源の調整を

行うものです。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 64 万５千円の増はシステム改修

に係る費用、３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費４万４千円の増は認定審査会負担金

の確定によるものです。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付

費１千万円の減は居宅介護サービス給付費の実績見込みによるものです。39 ページをご覧くだ

さい。 

２目地域密着型介護サービス給付費 600 万円の増は、地域密着型介護サービス給付の実績見

込みによるものです。３目施設介護サービス給付費２千万円の減額は施設介護サービス給付費の

実績見込みによるものです。40ページをお開きください。 

２項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス等費 40 万円の増額は、実績見込みによる

ものです。３款地域支援事業費、１項介護予防生活支援サービス事業費、１目介護予防生活支援

サービス事業費につきましては、地域支援事業交付金確定による財源振替です。２目介護予防ケ

アマネジメント事業費、10万円の増額は実績見込みによるものです。41 ぺージをご覧ください。 
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３款地域支援事業費、２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費と、３項包括的支援

事業費・任意事業費、１目包括的支援事業費、42ページをお開きください。 

２目任意事業費につきましては地域支援事業交付金確定による財源振替です。６款諸支出金、

１項償還金及び還付金、１目償還金、264万円の減額は地域支援事業交付金額確定により減額す

るものです。歳入につきましては総括でご説明いたしますので、35ページにお戻りください。 

１款介護保険料は一般財源で、２款使用料及び手数料から７款繰入金まで全てが特定財源で歳

出補正額の財源内訳のとおりです。なお、この後、介護給付費や国庫支出金などの確定に伴う一

般会計からの繰入などの増減が生じた場合につきましては、必要に応じ３月 31 日付で専決処分

を行ってまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

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。 

（賛成者起立） 

○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。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

これから、議案第 10号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、議案第 10 号、令和元年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は原

案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２９  議案第１１号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 29、議案第 11号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）を

議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただ今上程されました議案第 11号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号）につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ６千 593万７千円を減額し、予

算の総額を６億７千 645 万３千円とするものでございます。第１条第２項につきましては別冊

の国民健康保険事業特別会計事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。 
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今回の補正の概要は、歳出は医療費や事務費等の実績及び推計に基づき所要の補正を行うとと

もに、歳入は国民健康保険税や特定財源であります道支出金、繰入金、国庫支出金等の調整を行

うものでございます。それでは別冊の令和元年度補正予算に関する説明書の 46 ページをお開き

ください。歳出よりご説明いたします。 

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、一般管理事業費を 62 万６千

円減額し、国の社会保障税番号整備システム整備補助金を活用したシステム改修委託料を 16 万

４千円増額、合計 46 万２千円を減額いたします。２項徴税費、１目賦課徴税費につきましては

賦課徴税事業費を 11万８千円減額いたします。47ぺージをご覧ください。 

３項運営協議会費、１目運営協議会費は国保運営協議会事業に係る事務費を８万円減額し、２

款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費から 48 ページ、５目審査支払手数

料まで療養給付費等を、合計５千 795万９千円の減額をいたします。２項高額療養費、１目一般

被保険者高額療養費から４目退職被保険者等高額介護合算療養費まで高額療養費を合計 643 万

９千円の減額をいたします。49ページお開きください。 

３項移送費、２目退職被保険者等移送費については９万９千円の減額をし、３項国民健康保険

事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分については財源の振替を行い

ます。50ぺージをお開きください。 

５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費につきましては、検

診委託料を含む 136 万６千円を減額し、２項保健事業費、１目疾病予防費については予防接種事

業負担金の増額を含む 58万 5千円を増額いたします。６款基金積立金、１項基金積立金、１目

基金積立金は１千円を増額いたします。歳入につきましては総括表で説明いたしますので 43 ペ

ージにお戻りください。 

１款国民健康保険税、２款使用料及び手数料は、一般財源であり３款道支出金、５款繰入金、

８款国庫支出金は特定財源でございます。７款諸収入 11 万６千円の減額のうち一般財源である

延滞金は５万円の増額、特定財源である特定検診徴収金は 16 万６千円の減額でございます。歳

入の一般財源は 170 万２千円の増額、特定財源は６千 763 万９千円の減額であり、合計６千

593万９千円の減額でございます。以上、補正予算の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

これから、議案第 11 号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって議案第 11 号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は

原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第３０  議案第１２号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 30、議案第 12号、令和元年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を議題

とします。本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただ今上程されました議案第 12 号、令和元年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

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 82 万３千円を減額し予算の

総額を歳入歳出それぞれ６千 340 万３千円とするものでございます。第１条第２項につきまし

ては別冊の簡易水道事業特別会計事項別明細書により後ほどご説明いたします。 

今回の補正は、歳出の公課費や委託料、工事請負費の確定による不用額の減額及び歳入財源の

調整措置を行うものでございます。それでは令和元年度補正予算に関する説明書の 53 ページを

お開きください。 

歳出よりご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費 39 万７千円の減

額につきましては、13 節委託料の執行残と 27 節公課費の消費税額確定に伴う減額となってご

ざいます。２款施設費、１項施設整備費、１目施設整備費 81 万５千円の減額につきましては、

13 節委託料及び 15 節工事請負費の執行残を減額するものでございます。３款公債費、１項公

債費、１目元金及び 54 ページの２目利子につきましては、元金において地方債元金償還金２万

円を減額し利子において同額を地方債利子として増額するものでございます。54 ページをご覧

ください。 

４款基金積立金、１項基金積立金、１目積立金、38万９千円の増額につきましては今回の補正

による一般財源の剰余分を簡易水道施設整備基金へ積み立てるものとし、調整を行うものでござ

います。歳入につきましては総括表で説明いたしますので 51ページをご覧ください。 

上段の歳入をご覧ください。特定財源であります３款繰入金 82 万３千円の減額は簡易水道施

設整備基金からの繰入を減額するものでございます。以上、提案理由のご説明とさせていただき

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 
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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 12号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、議案第 12 号、令和元年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は原

案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第３１  議案第１３号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 31、議案第 13号、令和元年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を

議題とします。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（河合雄司君) 

 ただ今上程されました議案第 13号、令和元年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）につきまして、提案理由の御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 423万１千円を減額し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億２千 141 万６千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、別冊の農業集落排水事業特別会計事項別明細書により後ほどご説明いたします。 

今回の補正は、歳出において消費税の額、需用費、委託料、工事請負費の確定による不用額の

減額及びそれに伴う歳入財源の調整を行うものでございます。議案を１枚めくり第２表、地方債

補正をご覧ください。起債対象事業であります農業集落排水処理施設機能強化事業に係る起債の

額が確定するため限度額を１千 340万円から１千 240万円に変更するものでございます。それ

では令和元年度補正予算に関する説明書の 57ページをお開きください。 

歳出よりご説明いたします。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、

消費税額の確定に伴い、27 節公課費において 10 万円を減額するものでございます。２目施設

管理費につきましては消耗品費、燃料費、光熱水費の精査により 11節需用費で 100万円、13

節委託料で執行残 25 万１千円、合計 125 万１千円を減額するものであり、総務管理費全体で

は 135万１千円を減額するものでございます。２款事業費、１項農業集落排水事業費、１目農業

集落排水事業費につきましては、13節委託料及び 15節工事請負費の執行残合わせて 288万円

を減額するものでございます。58ページをお開きください。 

３款公課費、１項公課費、２目利子につきましては金額の増減はございませんが、特定財源で

あります一般会計繰入金を 243 万４千円減額し、一般財源に振替を行うことにより総務費およ

び事業費の減額相当分について財源調整を行うものでございます。歳入につきましては総括表で

説明いたしますので、55ページをお開きください。 

上段の歳入をご覧ください。１款分担金及び負担金 34 万３千円の増額につきましては、公共
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桝新設に係る農業集落排水分担金でございます。３款道支出金 107万円の減額につきましては、

処理施設機能強化事業にかかる農山漁村地域整備交付金でございます。４款繰入金 250 万４千

円の減額につきましては、今回の補正に伴う一般会計の繰入金でございます。７款町債 100万円

の減額につきましては、農業集落排水事業債の減額であり、これらは全て特定財源でございます。 

以上、提案理由のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

討論なしと認めます。 

これから、議案第 13号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、議案第 13 号、令和元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３２  議案第１４号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 32、議案第 14号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 ただ今上程されました議案第 14 号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）

につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 

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１千 873万２千円を減額し、予

算の総額を１億２千 350 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ご説明申し上げます。 

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

れでは歳出からご説明いたしますので、別冊の補正予算に関する説明書の焼酎事業特別会計の事

項別明細書の 61ページをお開きください。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の減額は職員給与費で 35 万２千円の減額、焼
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酎販売事務費で販売量の減少に伴います酒税等で 422万９千円の減額、施設維持管理費で 37万

９千円の減額、合わせて 496 万円を減額補正するものです。特定財源のその他 86 万１千円の

減額は一般会計繰入金であります。２款製造費、１項製造管理費、１目醸造費の減額は臨時職員

雇用事業費の社会保険料及び賃金で 340 万円の減額、焼酎醸造事業費で焼酎醸造にかかわる消

耗品、燃料費、光熱水費、修繕料及び手数料として１千 37万２千円を減額し合わせて１千 377

万２千円を減額補正するものであります。特定財源のその他、102万５千円の増額は一般会計繰

入金であります。次に、歳入について説明いたしますので 59ページにお戻りください。 

歳入につきましては総括で説明いたします。１款財産収入で１千 818 万１千円の減額、２款繰

入金につきましては特定財源の一般会計繰入金 55 万１千円の減額、合わせて１千 873 万２千

円の減額補正をするものであります。また新型コロナの影響で売上が予定より大きく下回る場合

は３月 31日付で専決処分をする可能性がございます。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。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 確認なんですけども 62 ページの２款製造費、１項製造管理費、１目醸造費の中の減額の内容

を焼酎醸造事業費の中で消耗品、今回１千万強減額補正で、当初で３千万強しか組んでいないと

いう中で、きっと全体的に売り上げが当初計画から落ちてきているという形で、その見合いで減

額をされているという理解はしていますけれども、具体的に消耗品の３千万のところ１千万減額

補正をしていくという、その具体的な中身と、逆に言えば今後、瓶とかそういったところであれ

ば新年度事業の製造販売にも影響するようなことが考えられないのかどうか。あわせてご答弁願

いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 ただいま古谷議員から御質問のありました減額分の部分ですが、醸造費、消耗品で 1千 5万円

を減額しております。中身につきましては売上減に伴う瓶及びラベル等になります。歳入が 65

キロ販売を目標として組んでおりますので、65キロ販売に伴う瓶の数量、ラベルの数量を当初予

算で計上していますので、売上が下がるということはその部分の量も下がりますので、その分が

余ったということになっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 したがって今余ったということで売上が伸びなかったので、その製造した部分の瓶ですとかラ

ベルが必要量それだけ３千万分必要としなかったので、1 千万円分減額補正しましたという形で

すが、現実的にはそういった消耗品はローテさせていますよね。当然、今年度買ったものがスト
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ックしてある分については、当該年度で消費でなくて、次年度の形の中で使われていくという形

で物の売り買い、販売ですから。そういった所で先ほど 1回目の質問の中で言ったのは、新年度

に向けての販売や製造計画に影響、というのは今年度一時期、商品の欠品があったということも

含めて時期的にあったと思うんですけれども、そういったことも含めてこういった影響が今回の

消耗品の減額補正の影響が、これはやむを得ないと。これは全然補正予算については全然問題に

しておりませんので、来年度のそういった製造販売計画に影響を及ぼすようなことはないのかと

いうことについて、再度御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 瓶につきましては、透明瓶でいきますと１セットが１万６千本になっております。白瓶につき

ましては１セットが７千本という形になっております。きれきれで申し込まないと合いませんの

で、焼酎でいきますと 55キロ半前ぐらいだと 1万６千本かける３回で前在庫があると、大体年

間５万１千本ぐらいの売り本数に届くか届かないか。それがちょっと売れてしまうと、最後もう

１セット買わなきゃならないという形に。５万１千本以上になるともう 1セット買わなきゃなら

ないという形になります。白瓶についても同じです。大体年間６千本ぐらいの販売本数がありま

すので７千本が１セットになりますので、それは売り本数が増えるともう１セット買わなきゃな

らないという形になります。そのセット分が最後の１回を買わずに済んだので余ったという形に

なっております。瓶在庫については十分現在も瓶在庫、製品在庫で来年の４月から６月分の在庫

は確保しております。 

先ほどありました欠品についてですが、資材がなくなっての欠品ではなくて作業工程上、どう

しても醸造時期に人手が足りないということで製品が追いつかないという欠品ですのでご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 内容については理解しました。ロットの関係での発注の調整を掛けて１回分を今回必要なかっ

たということで、落とした分について製造販売等の関係については次年度についても新年度につ

いても影響はないという形の中で、やっていかれるというふうに理解をしておきたいと思います

けれども、ただ、一番最後におっしゃったようにコロナの関係で、また売り上げがさらに落ちて、

２千万を超えるようなことがもしかすると計画より落ち込むかもしれないという、非常にやっぱ

り新年度予算の組み方、これはこの後の審議になりますけれども、影響を及ぼすということは事

実であって、さらに５カ年計画の初年度からの計画割れしているという事実。中期計画作ってや

っているはずですけれども、その辺についても、もう１回きちんとしっかりとした経営管理のあ

り方みたいなものをやっていく必要性があるんじゃないかと思いますので、それは改めて新年度

予算の審議の中で質問させていただきたいと思いますので、その辺の認識をもしお持ちであれば、

どの程度今回コロナの関係で専決で落ちていく見込みなのかもあわせて御答弁願えれば。 
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○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 売上の関係ですが、まだコロナの影響が若干は出ているのですが、今後どのような政策がとら

れるのかわかりませんので、数字がまだ確定しておりませんのでその辺ご理解願いたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、ありますか。他になければこれで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

（「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 14号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって議案第 14 号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）は原案のと

おり可決されました。ここで午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩  午前 11時 55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。 

 答弁の修正ということで議案第９号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第６号）の質疑に

おける答弁について修正の申し出がありますので発言を許します。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 午前中に古谷議員からありました、ふるさと寄附金の関係でございます。このふるさと応援事

業の関係ございますけども、質問の内容をきちんと理解しないまま答弁してしまったのかなと思

ってございます。まず全国の皆さんからいただいた寄附金につきましては、ふるさと基金積立金

に今年度つきまして翌年度のそれぞれ寄附の使途４つありますけど、その事業にそれぞれ例えば

花・緑とかいろんな事業に充当させていただいております。 

古谷議員から質問があったのは事後にまつわる返礼品と事務費の関係でございました。返礼品

と事務費につきましては寄附ではなくて一般財源で、その分については行っているということで
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修正させていただきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 この件について、質疑ありますか。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ありません。 

 

   ●日程第３３  議案第４号 ～ 日程第４２  議案第２１号 

○議長（田中誠君) 

 議事の都合上、日程第 33、議案第４号、清里町介護保健条例の一部を改正する条例から日程第

42、議案第 21号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、都合 10件を一括議題としま

す。 

 

   ●日程第４３  町政執行方針 ～ 日程第４４ 教育行政執行方針 

○議長（田中誠君) 

日程第 43、令和２年度町政執行方針並びに日程第 44、令和２年度清里町教育行政執行方針に

ついて一括して説明を求めます。最初に令和２年度町政執行方針について説明を求めます。町長  

引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ～町政執行方針朗読～ 

 

○議長（田中誠君)  

次に令和２年度清里町教育行政執行方針について説明を求めます。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 ～教育行政執行方針朗読～ 

 

○議長（田中誠君) 

これより令和２年度町政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

次に令和２年度清里町教育行政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

これで、令和２年度町政執行方針並びに令和２年度清里町教育行政執行方針を終わります。 
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ここで、２時 30分まで休憩といたします。 

休憩  午後 ２時 14分 

再開  午後 ２時 30分 

 

   ●議案第４号 

○議長（田中誠君) 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

すでに上程されております議案第４号、清里町介護保険条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 すでに上程されております議案第４号、清里町介護保険条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、昨年５月の臨時会において専決処分にて条例改正しました趣旨と同様であ

り、昨年 10 月の消費税率引き上げによる税収を原資とし、介護保険料第１段階から第３段階の

低所得者への介護保険料軽減強化を定めるものであります。なお昨年度の改正は、10月からの消

費税引き上げに係る半年分の保険料軽減対策でしたが、今回の改正は令和２年度の保険料１年分

の軽減対策となるものでございます。なお、軽減分の減収となった保険料は国２分の１、北海道

４分の１、町４分の１を負担することとなります。それでは別冊の審議資料新旧対照表によりご

説明いたしますので審議資料の５ページをお開き下さい。 

改正箇所をアンダーラインにより示しております。第２条第４項につきましては保険料第１段

階についてであり、第４項中平成 31年度から平成 32年度までを令和２年度に、２万４千 750

円を１万９千 800円に改めるものです。第４項の次に第２段階の第５項、第３段階の第６項の読

み替え規定を改正するもので、第５項中平成 31 年度から平成 32 年度までを令和２年度に、２

万４千 750円を１万９千 800円に、４万１千 250円を３万３千円に、第６項中平成 31年度

から平成 32 年度までを令和２年度に、２万４千 750 円を１万９千 800 円に、４万７千 850

円を４万６千 200円に改めるものです。 

附則につきましては第１条で施行期日、６ページをお開きください。 

第２条で経過措置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。 

 

 

   ●議案第６号 

○議長（田中誠君) 

すでに上程されております議案第６号、江南パークゴルフ場設置条例の一部を改正する条例を
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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（伊藤浩幸君) 

 すでに上程されております議案第６号、江南パークゴルフ場設置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。 

本件につきましては、江南パークゴルフ場の使用料につきまして、利用者の向上が図れるよう

料金を変更するため、本条例の改正を行うものでございます。別冊の審議資料により説明いたし

ます。審議資料の８ページをお開きください。 

新旧対照表によりご説明申し上げます。右側が改正前、左側が改正後の条例でございます。ア

ンダーラインが今回の改正箇所となります。使用料における別表を改正いたします。大人１日券

500円を 300円に、子供１日券 200円を 100円に改正、備考欄、大人の定義を、高校生を除

く 18歳以上といたします。回数券につきましては 5,000 円を 3,000円に、シーズン券 6,000

円を 5,000円に改正、備考欄、高校生以上を、高校生を除く 18歳以上といたします。 

貸し用具につきましては１セット 300円から 100円に改正いたします。 

附則につきましては施行期日を令和２年４月１日と定めるものです。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。 

 

 

   ●議案第７号 

○議長（田中誠君) 

すでに上程されております議案第７号、道路占用料を徴収条例の一部を改正する条例を議題と

します。本件について提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 すでに上程されております議案第７号、道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、既に交付されております道路法施行令の一部改正により４月１日より施行

される国の基準に準じて、条例第２条の別表に定める占用物件ごとの道路占用料について額の改

正を行うものでございます。それでは別冊の審議資料により御説明いたしますので、審議資料の

９ページをお開きください。 

新旧対照表により、改正箇所をアンダーラインで示しており、表の左側、改正後の条例により

ご説明申し上げます。９ページから 11 ページまで別表、道路占用料金表です。道路占用料金表

で定める新たな占用料につきましては、国が算定基礎となる民間における地価水準及び地価に対

する賃料の変動等を反映した見直しによるものであり、当町の該当する占用料について料金欄に
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記載の金額に各々改めるものでございます。12ページをお開きください。 

附則につきましては施行期日を令和２年４月１日と定めるものでございます。以上、提案理由

の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

 

   ●議案第１５号 ～ 議案第２１号 提案説明 

○議長（田中誠君) 

 すでに上程されております議案第 15 号、令和２年度清里町一般会計予算から議案第 21 号、

令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、順次、提案理由の説明を求めます。 

はじめに議案第 15 号、令和２年度清里町一般会計予算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（伊藤浩幸君) 

すでに上程されております議案第 15 号、令和２年度清里町一般会計予算につきまして提案理

由の説明を申し上げます。初めに別冊の令和２年度清里町予算書により説明いたしますので御用

意ください。予算書の５ページをご覧ください。 

５ページの本文について御説明申し上げます。令和２年度清里町一般会計予算の総額は第１条

第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ 49 億１千 800 万円と定めるものです。第１条第２項

の第１表の歳入歳出予算につきましては、後ほど審議資料にて説明申し上げます。第２条の第２

表地方債につきましても後ほどご説明申し上げます。第３条一時借入金につきましては地方自治

法の定めにより、最高額を５億円と定めるものです。それでは予算書の 11 ページをお開きくだ

さい。 

第２表の地方債につきましては起債の目的限度額等を定めるものであり、起債件数は臨時財政

対策債から 12 ページ生涯学習活動車運行事業債まで合計 10 件、総額２億９千 760 万円とな

ります。次に審議資料により、各会計の予算総括についてご説明いたしますので別冊予算審議資

料の１ページをご覧ください。審議資料の１ページでございます。一般会計から焼酎事業特別会

計まで７会計の予算総額は 66 億 961 万４千円であり前年度当初予算との比較では５億７千

200 万３千円の増、対前年度比 109.5％となっております。一般会計につきましては、前年度

は統一地方選挙に伴い、骨格予算編成であったことから大幅な増となっており前年度より４億７

千万円の増、対前年度比 110.6％となっております。６ページをお開きください。 

一般会計の予算歳入を款別に、依存財源と自主財源に分けて増減の主な要因をご説明いたしま

す。依存財源でございますが、地方贈与税につきましては 2019年度税制改正で森林環境譲与税

が創設されたことなどにより前年より 706 万２千円増の９千 506 万２千円を計上しておりま

す。利子割交付金から交通安全対策特別交付金までの各交付金につきましては、過去の実績等を

勘案し予算を計上しております。なお、地方特例交付金につきましては臨時的に自動車税及び軽
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自動車税特例交付金が交付されることにより前年より 169 万円増の 242 万円を計上しており

ます。また、2019年度税制改正で税率が引き下げられました町民税法人割の減収分の補填とい

たしまして、法人事業税交付金が創設されております。 

地方交付税につきましては基準財政需要額から町税などの基準財政収入額を控除した見込額と

近年の実績を勘案し、前年より１億円増の 23 億７千万円を計上しております。国庫支出金につ

きましては今年度国政選挙の実施の予定がないことによる選挙委託金の減などにより、前年より

361万減の２億５千 465万６千円、道支出金につきましては農業経営高度化促進事業補助金の

増などにより前年より２千 176万６千円の増の２億１千 527万１千円を計上しております。町

債につきましては橋梁長寿命化事業や総合庁舎発電機設置事業などにより２億９千 760 万円を

計上しております。また、自動車取得税交付金が昨年 10 月１日に環境性能割交付金に改正され

たことに伴い廃止となっております。 

次に、自主財源でございます。町税につきましては農業所得の増加見込みにより前年より 370

万円増の４億４千 832 万円を計上しております。分担金負担金につきましては清里第２地区道

営農地整備事業分担金の増などにより前年より 907 万７千円増の４千 137 万円を計上してお

ります。使用料及び手数料はケアハウスの入居者増に伴う使用料の増などにより前年より 537万

円増の１億３千 987 万５千円を計上しております。財産収入につきましては立木売払収入の増

などにより前年より 575万３千円増の 687万９千円を計上しております。 

繰入金につきましては財政調整基金、公共施設整備基金など各基金からの繰入を合わせまして

前年より２億６千 180万１千円増の、４億４千 456万３千円を計上しております。繰越金は前

年度と同額、諸収入につきましては介護報酬収入の増などにより前年より１千 939 万１千円増

の、４億６千 418万４千円を計上しております。以上、歳入の合計は 49億１千 800万円とな

ってございます。７ページをご覧ください。 

歳出について款別で主な前年度との増減要因についてご説明いたします。議会費につきまして

は道外所管事務調査などにより、前年より 464 万７千円増の４千 778 万７千円を計上しており

ます。総務費につきましては、会計年度任用職員制度の施行に伴う職員給与費の増や旧新栄小学

校の解体事業などにより前年より２億２千953万２千円増の13億２千293万８千円を計上し

てございます。 

民生費につきましては、ケアハウス冷房設備設置事業などにより、前年より７千 104万１千円

増の８億４千 430万 8千円を計上しております。 

衛生費につきましては機能強化事業に伴う農業集落排水特別会計繰出金の増や保健福祉総合セ

ンター管理の増などにより前年より２千 697 万９千円増の４億８千 130 万４千円を計上して

おります。 

農林水産業費につきましては、焼酎事業特別会計繰出金の増や各種補助事業の６月補正対応か

ら当初予算計上への移行などにより前年より９千 349 万４千円増の２億８千 438 万５千円を

計上、商工費につきましては農林水産業費と同様に各種補助事業の当初予算計上などにより、前

年より３千 905万４千円増の１億１千 183万３千円を計上しております。 

土木費につきましては、町道改修、補修などの事業量の増加により前年より４千 270万円増の

４億１千 613万３千円を計上しております。 

消防費につきましては職員人件費の増などにより前年より686万６千円増の１億９千295万

４千円を計上しております。 

教育費につきましては児童生徒用パソコン整備の完了による減、及び教育関連施設の修繕事業
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の増により、前年より 121万９千円減の４億２千 328万８千円を計上しております。 

公債費につきましては地方債の元金償還及び利子支払いとして前年より４千 109 万４千円減

の７億９千 207万円を計上しております。以上、歳出の合計は 49億１千 800万円となってご

ざいます。８ページをお開きください。 

町税予算額の比較表でございます。それぞれ税目別に当初予算と収入見込額との比較を記載し

ております。表の区分欄、一番下にございます町税全体の合計額では当初予算比較において前年

より 370万円の増であります。９ページをご覧ください。 

現年度分の個人町民税及び法人町民税の推計です。こちらは右から４列目、収納率をご覧くだ

さい。１、個人町民税の一番下段、合計の収納率は 98.9％と推計しております。その右の段、令

和２年度の当初予算額の合計は前年より 500 万円の増の２億１千万円で率にして 102.4％でご

ざいます。下の表、２の個人町民税につきましては、当初予算額は１千 110 万円で率にして

93.3％となっております。10ページをお開きください。 

固定資産税③の合計は前年同額の１億８千 200万円を計上しております。下の表、２の国有資

産等所在市町村交付金につきましても③の合計は、前年同額の 490 万円を計上しております。

11ページをご覧ください。 

性質別予算額調べにつきましては、前年度対比で、増減の大きいもののみ説明させていただき

ます。区分の一番上、人件費につきましては会計年度任用職員制度の施行に伴う職員給与費の増、

維持補修費は総合庁舎改修事業及び教育関連施設の修繕事業の増が主な要因です。普通建設事業

費につきましては総合庁舎発電機設置事業やケアハウス冷房設備設置事業による増が主な要因で

ございます。下から３つ目の積立金につきましては、ふるさと基金及び奨学資金貸付基金積立金

の増が主な要因でございます。下の表の物件費款別一覧表をご覧ください。 

区分の一番上、賃金につきましては、会計年度任用職員制度の施行により賃金の科目が廃止と

なってございます。上から２つ目の旅費の増は議会費の道外所管事務調査の実施による増、及び

会計年度任用職員制度の施行に伴う通勤手当相当分の費用弁償の予算計上による増が主な要因で

ございます。備品購入費につきましては、小中学校用パソコンの更新完了による減が主な要因で

す。次の 12 ページから 13 ページまで町税収入、地方交付税基金残高、地方債の償還額等借入

額の推移及び地方債残高の状況をグラフで表示しております。 

それでは一般会計当初予算主要施策事業につきましてご説明いたします。16ページから 40ペ

ージまで主要施策事業として 100の事業の事業内容、事業費等を記載しております。この中から

新規拡充事業と継続事業の中から主なものを説明させていただきます。なお、各事業の財源内訳

につきましては省略をいたします。16ページをご覧ください。 

２款総務費、１項給与費、１目職員給与費、会計年度任用職員給与等事業につきましては会計

年度任用職員制度の４月施行による給与費として 24 名分の人件費を計上するもので７千 268

万４千円を計上しております。２項総務管理費、１目一般管理費、指定金融機関窓口職員派遣費

用負担事業につきましては指定金融機関である網走信用金庫に対し、公金事務取扱経費について

負担するもので 200 万円を計上しております。下から２つ目、２目財産管理費、旧新栄小学校解

体事業につきましては施設の解体経費として７千 300万円を計上しております。一番下、緑清荘

管理運営事業、それから 17 ページ、パパスランドの管理運営事業、その次の緑温泉管理運営事

業につきましては指定管理による施設管理運営により施設の特性を生かし利用者の利便性を図る

ものでございます。 

３つ目、５目自治振興費、地域活動推進事業につきましては、住民主体の地域づくり支援のた
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め運営及び事業支援交付金として１千 200万円を計上しております。一番下の７目防災対策費、

国土強靭化計画策定事業につきましては計画の策定業務としまして 500 万円を計上しておりま

す。18ページをお開きください。 

８目町有林管理費、町有林管理事業につきましては町有林管理計画に基づく計画的な森林整備

を進めるもので１千 571万５千円を計上しております。 

２つ目、９目総合庁舎管理費、総合庁舎発電機設置事業につきましては災害等による停電時に

総合庁舎の電力を賄う発電機を設置するもので５千 882万円を計上しております。その下、総合

庁舎改修事業につきましては庁舎煙突及び防火設備を改修するもので１千 594 万円を計上して

おります。19ぺージをご覧ください。 

一番上、17目職員福利厚生費、職員住宅修繕事業につきましては職員の入居住宅の修繕工事を

行うもので 251万円を計上しております。その次、職員住宅解体事業につきましては、使用予定

のない老朽化した職員住宅１戸を解体するもので 174万円を計上しております。 

次の３項開発促進費、１目企画振興費、清里町ハイヤー利用助成事業につきましては、高齢者

等の交通弱者等に対して日常生活に必要な交通手段への支援を行うもので 699 万を計上してお

ります。下段、第６次清里町総合計画策定事業につきましては総合計画及び総合戦略の策定に係

る経費としまして 898万３千円を計上しております。20ページをご覧ください。 

上から３つ目、10項総合戦略費、１目総合戦略事業費、子育て支援保育料補助事業につきまし

ては国の幼児教育保育無償化の対象外である幼児の保護者に対し保育料を全額補助するもので

774万円を計上しております。その下、産後ケア事業につきましては助産師などが産後の母親に

対し健やかな育児ができるよう支援するもので 48 万円を計上しております。21 ページをご覧

ください。 

１つ目、出産子育て支援事業につきましては子育て世代の医療費負担を軽減するために 18 歳

以下の入院通院に係る自己負担分を助成するもので１千 881万１千円を計上しております。22

ページをお開きください。 

上から２つ目、高校生海外派遣研修事業につきましては友好都市でありますモトエカ町に、清

里高校１年生を派遣するための経費といたしまして１千 488万４千円を計上しております。22

ページ、このページの一番下、清里高等学校総合支援対策事業につきましては清里高校の教育活

動に対する各種支援費といたしまして１千 899万５千円を計上しております。23ページをご覧

ください。 

１つ目、学校給食費補助事業につきましては保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援及

び食育活動を促進するため給食費相当額の補助を行うもので１千 757 万１千円を計上しており

ます。３つ目、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、社会福祉協議会補助事業に

つきましては、社会福祉の振興を促進するため人件費の補助を行うもので１千 641 万４千円を

計上しております。24ページをお開きください。 

このページ一番下の段、３款民生費、１目社会福祉費、２目障害者自立支援費、障がい者計画・

障がい福祉計画策定業務委託事業につきましては令和３年度から５年度までの計画策定業務とし

て 395万６千円を計上しております。25ページをご覧ください。 

１つ目、障害者生活支援事業につきましては障害者の自立を支援促進するため 総合的な支援

などを行うもので１億３千 646万７千円を計上しております。２つ目、３目福祉サービス費、福

祉サービス事業につきましては、高齢者、障がい者、難病者に対する各種在宅生活支援と 18 歳

未満の障がい児に対し補装具作成費の助成を行うもので 575万３千円を計上しております。 
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次、４目老人福祉費、高齢者保健福祉計画、第８期介護保険計画策定事業につきましては令和

３年度から５年度までの計画策定業務として 431 万４千円を計上しております。26ページをお

開きください。 

１つ目、老健ワゴン更新事業につきましては、老健のバスをワゴン車に更新するもので 542万

円を計上しております。その下、介護老人保健施設きよさと運営事業及びその次のケアハウスき

よさと運営事業につきましては、老健きよさと及びケアハウスきよさとの指定管理者として社会

福祉協議会に施設の運営を委託し高齢者福祉の増進を図るもので老健きよさと運営に３億７千

89万円、ケアハウスきよさとの運営に８千 328万１千円を計上しております。次のケアハウス

冷房設備新設工事事業につきましてはケアハウスの全居室に冷房設備を設置するもので２千

292万円を計上しております。27ページをご覧ください。 

２つ目、子ども子育て支援対策事業につきましては、国の幼児教育保育の無償化に伴い、私立

幼稚園入園時の保育料、町立保育所入所時の給食費を補助するもので１千 623 万円を計上して

おります。一番下になります。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、24時間電話

健康相談サービス事業につきましては、病気やけがの応急処置などの相談に医師や看護師が 24

時間体制で電話で助言を行うもので、109万９千円を計上しております。28ページをお開きく

ださい。 

１つ目、救急医療体制づくり事業につきましては、救急医療体制整備のため近隣医療機関との

協力体制を確立し住民が安心できる緊急医療への対応を図るもので 313 万円を計上しておりま

す。２つ目、斜網地域周産期医療支援事業につきましては斜網地域で唯一の分娩を取り扱う病院

である網走厚生病院の周産期医療体制を安定的に維持確保するための負担金として 154 万３千

円を計上しております。次の清里町診療所支援事業につきましては本町の地域医療の確保を図る

ため診療所の運営に対し支援を行うもので６千万円を計上しております。一番下になります２目

予防費、各種検診事業につきましては、特定健康診査各種検診、脳ドック検診の実施により疾病

の早期発見、早期治療を図るもので１千 93 万２千円を計上しております。29 ページをご覧く

ださい。 

２つ目、予防接種事業につきましては、乳幼児から高齢者までの定期任意予防接種費用に対す

る経費として１千 894万４千円を計上しております。その次３つ目、母子保健事業につきまして

は妊婦健診にかかる費用助成や乳幼児健診産婦健診などを行うもので 497 万８千円を計上して

おります。一番下、４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、こころの健康づくり事業につき

ましては心の悩みを抱える方に対して専門家等が、相談支援を行うもので 102 万円を計上して

おります。30ページをお開きください。 

１つ目の４目環境衛生費、葬祭場修繕事業につきましては送風機の修繕と合同納骨塚に献花台

を設置するもので 326万７千円を計上しております。その次、２つ目の５目保健福祉総合センタ

ー費、老人保健施設非常用照明修繕事業につきましては老健施設における非常用照明の修繕を行

うもので 168万円を計上しております。その下、医師住宅修繕事業につきましては医師住宅１棟

の屋根及び外壁の修繕を行うもので 268万円を計上しております。老人保健施設冷房新設事業、

次の保健センターホール冷房設備新設事業につきましては夏季間の入所者及び利用者の健康管理、

身体的負担の軽減を図るものでそれぞれ 230 万と 287万円を計上しております。31ページを

ご覧ください。 

１つ目、老人保健施設厨房設備更新事業につきましては老朽化した老健施設の厨房設備の更新

を行うもので 135万６千円を計上しております。３つ目、ごみ処理業務委託事業につきましては
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ごみの収集処理業務の委託により快適な生活環境の創出と資源のリサイクルを行うもので５千

159万円を計上しております。一番下、農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、農業振興

事業費補助事業につきましては農作物の安定的生産を維持していくための施策や課題の解決に向

けた取り組みに対して支援を行うもので１千 739 万円を計上しております。32ページをお開き

ください。 

このページ２つ目、５目道営整備事業費、多面的機能支払交付金事業につきましては、地域共

同による農地、農業用水などの保全管理にかかわる取り組みに対し支援をするものでございまし

て、１億１千 74 万８千円を計上しております。次の農地整備事業につきましては道営水利施設

等保全高度化事業清里第２地区に係る需用費及び負担金として４千 493 万９千円を計上してお

ります。33ページをご覧ください。 

上段１つ目、地域用水環境整備事業につきましては緑ダムの落差を利用した小水力発電事業へ

の負担金などを２千 409万６千円を計上しております。34ページをお開きください。 

上から２つ目、５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費、森林整備推進事業につきま

しては森林環境譲与税を活用し適切な森林の整備や促進につながる取り組みを進めるもので 65

万２千円を計上しております。その下、６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、商工振興対

策事業につきましては商工会に対する運営補助、また商工業者が自主的に取り組む商工振興対策

の取り組みに対しまして支援を行うもので、１千 518万１千円を計上しております。35ページ

をご覧ください。 

１つ目、ポイントカードシステム行政連携事業につきましては、商工会が運営するポイントカ

ード事業におきまして行政が行う行事事業に対しポイントの付与を行うもので 81 万３千円を計

上しております。３つ目の起業・新事業創出支援事業につきましては、起業や新事業への取り組

みや空き店舗対策への支援を行うもので 600 万円を計上しております。次の、店舗改修等支援事

業につきましては店舗の改修や設備投資に対する補助としまして 300万円を計上しております。

一番下の住環境づくり促進事業につきましては住宅リフォーム費用や空き家解体、改修に係る費

用に対する補助として 720万円を計上しております。36ページをお開きください。 

１つ目、２目観光振興費、観光情報発信事業につきましてはインスタグラムでの広告や特設

Webサイトの開設により情報発信を行うもので 126万５千円を計上しております。下段、観光

協会補助事業につきましては清里観光協会の運営費及び各種観光振興事業費を補助するもので１

千７万１千円を計上してございます。37ページをご覧ください。 

上から２つ目、６款商工費、１項商工費、２目観光振興費、神の子池外周園路塗装事業につき

ましては神の子池外周園路に設置されております木道に保全のための塗装を行うもので 906 万

４千円を計上しております。次の７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、道路等整備事

業につきましては町道等の補修事業及び道路橋梁河川管理業務に係る経費であり１億６千 442

万７千円を計上しております。38ページをお開きください。 

１つ目、２目道路新設改良費、道路新設改良事業につきましては国の交付金事業を活用して道

路や橋梁の設備保全を進め交通基盤の確立と長寿命化を図るもので２億１千 183 万２千円を計

上しております。39ページをご覧ください。 

上から４つ目、２目教育諸費、遠距離通学バス業務委託事業につきましては町内全域にわたり

遠距離通学する児童生徒の交通手段を確保するもので６千 800 万が７千円を計上したします。

次の一番下、９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費、清里中学校体育館床改修事業につき

ましては劣化の見られる体育館の床面張替などの改修を行うもので、730万円を計上しておりま
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す。40ページをお開きください。 

１つ目、４項社会教育費、１目社会教育振興費、スポーツ文化施設管理運営事業につきまして

は、図書館及び各体育施設の管理を一般社団法人清里町スポーツ文化施設管理協会に業務委託す

るもので３千 804万２千円を計上しております。上から３つ目、４項社会教育費、３目生涯学習

総合センター費、生涯学習総合センター内部修繕事業につきましてはセンター内部の老朽化など

による故障や不具合を修繕するもので１千 701 万８千円を計上しております。１つ飛ばして一

番下、７目清里トレーニングセンター煙突改修事業につきましてはアスベストが使用されている

既存の煙突を封鎖し新たな煙突を設置するもので 875 万円を計上しております。なお 41 ペー

ジから 43 ページまではそれぞれの事業の概要及び位置図となっておりますのでご参照ください。

44ページをお開きください。 

44ページ、45ページは指定管理施設の予算額及び主要公共施設等の維持管理経費となってお

りますのでご参照ください。46ページをお開きください。 

一般会計から特別会計への繰出金についてのご説明を申し上げます。 

介護保険事業につきましては介護給付費の12.5％が町の負担となり合計７千203万４千円を

計上しております。 

国民健康保険事業につきましては法定ルールに基づき合計３千 285 万３千円を計上しており

ます。 

後期高齢者医療につきましても法定ルールに基づき合計２千 384 万３千円を計上しておりま

す。 

簡易水道事業につきましては施設整備に伴う地方債償還に係る公債費として合計 337 万８千

円を計上しております。 

農業集落排水事業につきましては地方債償還に係る公債費及び機能強化事業、公営企業法適用

化事業に係る経費として合計６千 172万１千円を計上しております。 

焼酎事業につきましては一般職員の人件費、施設補修経費等として３千 200 万５千円を計上

しております。それでは予算書の説明を申し上げます。 

予算書につきましては、歳出よりご説明を申し上げます。説明におきましては審議資料の説明

におきまして、前年度比較の増減及び主な主要施策や繰出金などについて御説明申し上げました

ので目ごとに特異的事項についてご説明を申し上げます。予算書の 35ページをお開きください。 

特定財源の内訳につきましては、下段に詳細費目が記載されておりますので省略させていただ

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

す。各節の金額はそれぞれ事業内訳の合計となりますのでご承知ください。１款議会費、１目議

会費につきましては 464 万７千円の増で道外所管事務調査経費の増が主な要因でございます。

36ぺージをお開きください。 

２款総務費、１項給与費、１目職員給与費につきましては後ほど給与費明細書において御説明

を申し上げます。38ページをお開きください。 

２項総務管理費、１目一般管理費につきましては 745 万７千円の減で会計年度任用職員制度

の開始による賃金の減が主な要因でございます。41ページをご覧ください。 

２目財産管理費につきましては９千 10 万１千円の増で、旧新栄小学校解体事業による増が主

な要因でございます。43ページをお開きください。 

３目地籍管理費につきましては特異的な事項はございません。44ぺージをお開きください。 

４目広報費につきましては 57 万３千円の減で広報用パソコン更新の完了による減が主な要因
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となってございます。５目自治振興費、45ページの６目交通安全対策費につきましては特異的な

事項はありません。46ページをお開きください。 

７目防災対策費につきましては 99 万４千円の増で洪水ハザードマップ作成完了による減、ま

た北海道行政情報ネットワーク更新負担金及び国土強靭化計画策定による増が主な要因でござい

ます。47ぺージをご覧ください。 

８目町有林管理費につきましては１千 148万２千円の増、48ページの９目総合庁舎管理費に

つきましては、７千 415万７千円の増、主要施策での説明及び掲載により省略をさせていただき

ます。49ページの下段ご覧ください。 

10目町民会館費につきましては特異的な事項はございません。50ページをご覧ください。 

11目支所及び出張諸費につきましては、625万円の減で会計年度任用職員制度の開始による

賃金の減が主な要因でございます。12 目札弦センター費から 52 ページの 16 目報酬等審議会

費までにつきましては、特異的な事項はございません。53ページをご覧ください。 

17 目職員福利厚生費につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので省略をさせてい

ただきます。18目行政情報システム管理費につきましては 338万８千円の増で社会保障税番号

制度システムの移行に伴う委託料の増が主な要因でございます。56ページをご覧ください。 

３項開発促進費、１目企画振興費につきましては主要施策でご説明申し上げましたので省略さ

せていただきます。59ページをお開きください。 

２目土地利用計画費につきましては特異的な事項はございません。４項庭園のまちづくり事業

費、１目花と緑と交流のまちづくり事業費につきましては主要施策で御説明申し上げましたので

省略させていただきます。60ページをお開きください。 

５項徴税費、１目徴税費につきましては 50 万２千円の減で過年度還付金の減が主な要因でご

ざいます。61ページをご覧ください。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費につきましては１千 588 万８千円の減で戸籍シス

テム機器更新の完了が主な要因でございます。62ページをお開きください。 

７款選挙費、１目選挙管理委員会費につきましては 25 万６千円の減で会議開催地の変更に伴

う旅費の減が主な要因でございます。参議院議員選挙費、知事道議会議員選挙費、63ページの町

長町議会議員選挙費につきましては、昨年度それぞれの選挙がありましたが、今年度実施予定が

ないため、皆減となっております。 

８項統計調査費、１目各種統計調査費につきましては 154 万９千円の増で国勢調査の実施に

伴う調査員報酬の増が主な要因となってございます。９項監査委員費につきましては、特異的な

事項はございません。64ページをお開きください。 

10項総合戦略費、１目総合戦略事業費につきましては主要施策での説明、掲載により省略をさ

せていただきます。68ページをお開きください。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費から 73 ページの４目老人福祉費までにつ

きましても主要施策の説明、掲載により省略させていただきます。74ページをお開きください。 

５目国民年金事務費につきましては 19 万２千円の増で、国民年金システム改修による増が主

な要因でございます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費につきましては、主要施策での説明、

掲載により省略をさせていただきます。75ページをご覧ください。 

２目保育所費につきましては１千 10 万２千円の減で、会計年度任用職員制度の開始による賃

金の減が主な要因となってございます。76ページをお開きください。 

３目子育て支援センター費につきましては特異的な事項はございません。77 ページをご覧く
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ださい。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費につきましては会計年度任用職員制度の開

始による賃金の減が主な要因でございます。78ページをお開きください。 

２目予防費につきましては主要施策での説明掲載により省略をさせていただきます。79 ペー

ジをご覧ください。 

３目各種医療対策費につきましては特異的な事項はございません。80 ページをお開きくださ

い。 

４目環境衛生費につきましては 899 万５千円の増であり農業集落排水事業特別会計繰出金の

増、及び葬斎場修繕事業による増が主な要因でございます。82ページをお開きください。 

５目保健福祉総合センター費から 83 ページ２項清掃費、１目清掃事業費につきましては主要

施策での説明掲載により省略をさせていただきます。86ページをお開きください。 

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費につきましては 127万７千円の増であり農

業担い手育成協議会負担金の増が主な要因でございます。87ページをご覧ください。 

２目農業振興費につきましては３千 662 万円の増であり農業振興事業費補助及び焼酎事業特

別会計繰出金の増が主な要因となっております。89ページをご覧ください。 

３目畜産業費につきましては特異的な事項はございません。４目農地開発事業費につきまして

は 334 万２千円の減で管理省力化施設整備事業、関係市町村負担金の皆減が主な要因でござい

ます。90ページをお開きください。 

５目道営整備事業費から 91 ページ、２項林業費、１目林業振興費につきましては主要施策で

の説明、掲載により省略させていただきます。92ページをお開きください。 

２目自然保護対策費につきましては 48 万２千円の増で猟友会清里分会補助及び狩猟免許取得

等補助の増が主な要因でございます。93ページをご覧ください。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費及び 94 ページの２目観光振興費につきましては主

要施策での説明、掲載により省略させていただきます。98ページをお開きください。 

３目オートキャンプ場費につきましては 142 万３千円の減であり会計年度任用職員制度の開

始による賃金の科目減が主な要因でございます。99ページをご覧ください。 

４目江南パークゴルフ場費につきましては 344 万９千円の増でウッドデッキ張替工事による

増が主な要因となってございます。100ページをお開きください。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費から 105ページの３項住宅費、２目住宅建設費

までにつきましては主要施策での説明、掲載により省略をさせていただきます。105ページ下段

の、８款消防費、１項消防費、１目消防費につきましては 686万６千円の増、斜里地区消防組合

清里分署負担金の職員人件費にかかる増が主な要因でございます。106 ページをお開きください。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費につきましては 68 万５千円の減でありコミ

ュニティスクール推進事業費の減が主な要因でございます。107ページをご覧ください。 

２目教育諸費につきましては 644 万４千円の減で幼児無償化に伴う幼稚園就園奨励費補助の

皆減が主な要因でございます。109ページをご覧ください。 

２項小学校費、１目学校管理費につきましては特異的な事項はございません。110ページをお

開きください。 

２目教育振興費につきましては、２千 563万４千円の減であり、小学校児童及び教師用パソコ

ン更新の完了によります減が主な要因となってございます。111ページをご覧ください。 

３項中学校費、１目学校管理費につきましては１千 34 万６千円の増であり、学習用備品の整
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備及び体育館の床改修による増が主な要因となってございます。122 ページをお開きください。 

２目教育振興費につきましては１千 891 万４千円の減であり中学校生徒及び教師用パソコン

更新の完了による減が主な要因となってございます。113ページ、４項社会教育費、１目社会教

育総務費につきましては、主要施策での説明、掲載により省略をさせていただきます。114ペー

ジをお開きください。 

２目生涯教育費につきましては 216 万６千円の減であり会計年度任用職員制度の開始による

学童保育指導員賃金の減が主な要因となってございます。116ページをお開きください。 

３目生涯学習総合センター費につきましては主要施策での説明、掲載により省略をさせていた

だきます。119ページをお開きください。 

図書館費につきましては特異的な事項はございません。120ページをお開きください。 

５項保健体育費、１目保健体育総務費につきましては 106万２千円の減であり武道館弓道場、

防護フェンス工事の完了による減が主な要因となってございます。123 ページをご覧ください。 

２目トレーニングセンター費につきましては主要施策での説明、掲載により省略をさせていた

だきます。124ページをお開きください。 

３目町民プール費につきましては 426 万５千円の増でありプール施設内部修繕工事による増

が主な要因でございます。４目スキー場管理費につきましては特異的な事項はございません。

125ページをご覧ください。 

５目学校給食センター費につきましては 241 万９千円の増で配膳容器、食器などの購入に係

る需用費の増が主な要因でございます。127ページをお開きください。 

10 款公債費につきましては元金、利子をあわせまして７億９千 207 万円を計上しておりま

す。128ページをお開きください。 

11 款予備費につきましては、前年同額の 100 万円を計上してございます。129 ページをお

開きください。 

給与費明細について御説明をいたします。１の特別職の長など及び議員数につきましては増減

はありません。その他におけます 109 名の増は総合計画策定委員の 73 名の増、社会教育中期

計画策定委員の 33 名の増などが主な要因でございます。各委員の増員等に伴いましてその他職

員の報酬額も 258万６千円の増となってございます。 

130 ページからは、一般職の明細となってございます。130 ページ、２の一般職員数につき

ましては会計年度任用職員を新規計上したことなどによりカッコ内 39 人の短時間労働職員をあ

わせまして 64 人の増となってございます。給与費、共済費につきましても、人事院勧告による

改定分など合わせまして１億 748万６千円の増となってございます。 

131 ページ、132 ページにつきましては会計年度任用職員以外の職員及び会計年度任用職員

につきましてそれぞれの職員数給与費等を記載しておりますのでご参照ください。133ページか

ら 139 ページにつきましては給与及び職員手当の状況を記載しております。内訳及び状況の詳

細につきましては、ご参照いただきたいと存じます。140ページをお開きください。 

本票は債務負担の支出予定額等にかかわる調書でございます。前年度となります令和元年度ま

での債務負担行為は農業経営基盤強化利子助成事業から 143 ページの清里町診療所支援事業ま

で合計 34 件となってございます。当該年度であります令和２年以降の支出予定につきましては

農業経営基盤強化資金利子助成事業その２以下、合計 30 件であり総額 26 億５千 737 万３千

円となってございます。144ページをお開きください。 

本表は地方債の現在高調べでございます。145 ページの合計欄でご説明を申し上げます。前々
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年度、平成 30 年度末現在高は 67 億６千 746 万３千円であり、前年度である令和元年度末の

現在高見込額は63億406万２千円、当該年度である令和２年度中の起債見込額は２億９千760

万円、元金償還見込は７億５千 442万２千円でございます。これにより当該年度末現在高見込額

は 58億４千 724万円となるものでございます。 

次に、歳入につきまして御説明申し上げます。歳入につきましては前段の審議資料によりご説

明申し上げているところでございます。また、特定財源の主な内訳につきましても資料に掲載し

ておりますので総括表で概要のみご説明を申し上げます。14ページをお開きください。 

１款町税から 11款交通安全対策特別交付金、16款財産収入の一部、17款繰入金のうち財政

調整基金繰入金、18款繰越金、19款諸収入の一部、20款町債のうち臨時財政対策債を合わせ

まして 32 億３千 153 万３千円が一般財源となります。したがいまして、特定財源につきまし

ては国・道支出金などを合わせまして 16億８千 646万７千円となります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 ここで、３時 45分まで休憩といたします。 

休憩  午後 ３時 35分 

再開  午後 ３時 45分 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、議案第 16 号、令和２年度清里町介護保険事業特別会計予算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（野呂田成人君) 

 すでに上程されております議案第 16 号、令和２年度清里町介護保険事業特別会計予算につい

て御説明申し上げます。予算書の中程、薄茶色の仕切りから介護保険事業特別会計となりますの

で、149ページをお開きください。 

第１条第１項につきましては予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６千 796 万８千円とするも

のであります。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書により説明を申し上げます。第

２条につきましては一時借入金の最高限度額を３千万円と定めるものでございます。第３条につ

きましては歳出予算の流用を定めるものであり第１号において、同一款内での流用を定めるもの

であります。 

続きまして、予算審議資料により、予算の概要を説明いたしますので別冊の予算審議資料、薄

茶色の仕切り介護保険事業特別会計をご覧いただきます。49ページをお開きください。 

総括表にて御説明いたします。令和２年度の予算総額は４億６千 796 万８千円で前年度対比

226 万１千円の減額であり、率にしまして 99.5％でございます。歳入の款における主な内容に

ついて前年対比額で説明いたします。１款介護保険料の 297 万５千円の減が消費税の改定によ

る低所得者対策によるもので３款国庫支出金 36 万円の減、４款道支出金 67 万２千円の減、５

款支払基金交付金 70万４千円の減は、保険給付費等に対するルール分の減額で７款繰入金 244

万９千円の増は低所得者保険料軽減対策によるものです。 

次の歳出も前年対比で主な内容についてご説明いたします。１款総務費の 24 万６千円の増に
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つきましては介護認定審査会費に係る費用が主な要因で、２款保険給付費の 350 万円の減額は

介護サービス等諸費の見込みによるもの、３款地域支援事業費の 99 万２千円の増額は第１号通

所事業費負担金の増額によるものです。次に予算書にお戻りいただき、介護保険事業特別会計の

163ページの歳出をお開きください。 

歳出の主なもの特定財源について御説明申し上げます。１款総務費、２項総務管理費、１目一

般管理費 171万６千円は介護保険に関わる事務経費で特定財源の（他）事務費繰入金とあるのは

一般会計からの繰入金であります。２項賦課徴収費、１目賦課徴収費 39 万円は保険料徴収に係

る事務経費で特定財源、（他）事務費繰入金は一般会計からの繰入金のほか、財源内訳に記載のと

おりです。164ページをお開きください。 

３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費 213 万８千円は網走市外３町の認定審査会負

担金であり、２目認定調査費 326 万１千円は介護保険認定調査にかかる主治医意見書や認定調

査の委託経費でいずれも特定財源の（他）事務費繰入金とあるのは一般会計からの繰入金です。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、１億４千 370万円に

つきましてはホームヘルプサービス、訪問看護、デイケア、ショートステイなど給付費負担金と

して１億２千 280万円、福祉用具購入費が 120 万円、手すり取付け等の住宅改修費が 250万

円、ケアプラン作成などの費用である居宅介護サービス計画給付費が１千 720 万円となってお

ります。特定財源の（他）介護給付費繰入金、（他）低所得者保険料軽減繰入金は一般会計からの

繰入金、（支）介護給付費交付金は２号被保険者の保険料からの負担分で支払基金からの交付金、

以降、保険給付費については同様となっております。２目地域密着型介護サービス給付費６千

800 万円は特別養護老人ホーム清楽園のデイサービスとユニットの利用者分を見込むものでご

ざいます。166ページをお開きください。 

３目施設介護サービス給付費１億８千 150 万円につきましては特別養護老人ホーム介護老人

保健施設等にかかわる給付費用であります。４目審査支払手数料 37 万４千円は国保連合会に対

する介護報酬審査支払手数料です。２項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス等費 870

万円は、同じ月に利用したサービスの自己負担の合計額が限度額を超えた場合、申請により超え

た部分を保険から給付するものでございます。168ページをお開きください。 

３項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス等費 200 万円につきま

しては、医療給付と介護給付の自己負担額の合算が限度額を超えた場合の保険給付でございます。

４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等費、２千 770万円につきまし

ては、施設の居住費や食費は原則利用者負担となっておりますが所得の低い方には負担の上限を

設定し、上限額を超える額を保険で給付いたします。３款地域支援事業費、１項介護予防生活支

援サービス事業費、１目介護予防生活支援サービス事業費、１千 144万３千円は地域支援事業費

の予算でございます。特定財源の（他）地域支援事業繰入金は一般会計からの繰入金で（支）介

護予防事業交付金は支払基金からの交付金です。以降、地域支援事業費についても同様でござい

ます。170ページをお開きください。 

２項介護予防ケアマネジメント事業費 176 万円は地域支援事業のケアマネジメントに係る委

託料等です。２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費、100万６千円は、高齢者を対

象とした介護予防にかかる事業費でいきいき健康講座の講師への報償費、ふまねっと運動の委託

料などです。171ページから 172ページの３項包括的支援事業費任意事業費、１目包括的支援

事業費、１千 333万６千円は地域包括支援センター委託事業、認知症総合支援事業費等に係る費

用です。２目任意事業費 91 万４千円は在宅介護家族の負担軽減と介護技術の普及向上を図るた
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めの事業、成年後見制度の利用を支援する事業の助成金などです。 

172 ページの４款基金積立金、５款公債費については説明を省略させていただきます。次に、

歳入につきましては 154ページの総括でご説明いたします。 

１款の介護保険料８千 500万４千円、７款繰入金のうち１千円、８款の繰越金 100万円が一

般財源であり、これらを除く２款から９款までの合計３億８千 196 万３千円が特定財源となり

ます。以上で予算の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 次に議案第 17 号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について提案理由の説明

を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 すでに上程されております議案第 17 号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて御説明申し上げます。予算書の黄色の中表紙をお開きいただき 175 ページをご覧くださ

い。 

第１条第１項につきましては予算の総額を歳入歳出それぞれ７億３千 394 万７千円と定める

ものでございます。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。

第２条につきましては地方自治法の規定により歳出予算の流用について定めるものであり、第１

項第１号において保険給付費における同一款内での流用を認める規定でございます。次に、審議

資料によりご説明いたしますので別冊の審議資料 59ページをお開きください。 

令和２年度国民健康保険事業特別会計予算総括表を説明いたします。歳入歳出の予算合計額は、

７億３千 394 万７千円であり前年度比較では 341 万７千円の増、対前年度比 100.5％となっ

てございます。歳入の款毎における予算額をご説明いたします。１款国民健康保険税につきまし

ては、北海道に納める納付金の額と令和元年度分所得見込み等により推計を行い、前年度比較

132万９千円増額の２億２千 550万円を計上してございます。 

２款使用料及び手数料につきましては前年同額の１万５千円でございます。 

３款国庫支出金はシステム改修を実施する補助金であり、皆増の 183万２千円でございます。 

４款道支出金は保険給付費を賄うための保険給付費等交付金であり 169 万８千円減額の４億

６千 824万８千円でございます。 

５款財産収入につきましては１千円増の２千円でございます。 

６款繰入金は 192 万２千円増額の３千 781 万円であり国民健康保険事業基金繰入金の増に

よるものでございます。 

７款繰越金につきましては前年同額の 10万円。 

８款諸収入３万１千円の増額は特定健診、徴収金の増によるものでございます。 

続いて、歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては国の補助事業を活

用したシステム改修を含む 169万２千円増の 541万８千円、２款保険給付費につきましては過

去３年間の実績を基に推計積算し 570 万９千円減額の４億６千 40 万８千円を計上してござい

ます。３款国民健康保険事業納付金につきましては北海道が算定する納付金を納入するものであ

り１千 282万１千円減額の２億４千 375万８千円でございます。４款財政安定化基金拠出金は

2018年胆振東部地震により被災した市町村に対し減税補填するために支消した基金の積み戻し

のための拠出金でございます。国・道・道内各市町村でそれぞれ３分の１ずつ負担をし令和２年
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度については、皆増の１千円でございます。５款共同事業拠出金につきましては前年同額の１千

円、６款保健事業費につきましては 392万８千円増の 770万４千円でございます。７款基金積

立金は国保会計の安定的な運営を行うために国民健康保険事業基金に積み立てるものであり１千

632万６千円増の、１千 632万７千円でございます。８款諸支出金につきましては、前年同額

の 33万円でございます。60ページをお開きください。 

60 ページは款別性質別節別の予算分類表であり説明は省略させていただきます。61 ページ

は、主要施策事業の内容、事業費及び財源内訳、次の 62 ページは国民健康保険事業についてで

あり後ほどご参照いただきたいと存じます。それでは歳出についてご説明いたしますので予算説

明書にお戻りください。予算説明書の 191ページをお開きください。 

歳出の特異的事項について御説明申し上げます。なお、特定財源の御説明につきましては財源

内訳欄に記載していますので省略をさせていただきます。１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費につきましてはシステム改修による委託料の増額により 168 万円の増となるものでご

ざいます。２項徴税費、及び 192ページの３項運営協議会費につきましては、微増であり特異的

な事項はございません。２款保険給付費、１項療養諸費、１目療養給付費から３目審査支払手数

料までにつきましては過去の実績を基に推計、積算しており１目療養給付費は 640 万７千円減

額の４億 159万３千円、２目療養費は８万３千円増額の 260万３千円、３目審査支払手数料は

30 万６千円減額の 89 万８千円となってございます。なお、令和元年度をもちまして退職者医

療の制度が終了したことから退職被保険者等療養給付費及び 193 ページ退職被保険者等療養費

が廃目となってございます。２項高額療養費、１目高額療養費、及び２目高額介護合算療養費に

つきましても過去の実績を基に推計、積算し計上しているものでございます。１目高額療養費は

253万１千円増額の５千 53万１千円、２目高額介護合算療養費は前年と同額の 24万円でござ

います。退職被保険者等高額療養費及び退職被保険者等高額介護合算療養費は、退職者医療制度

の終了に伴い、それぞれ廃目となってございます。194ページをお開きください。 

３項移送費、１目移送費につきましては特異的な事項はございません。なお、退職被保険者等

移送費についても廃目でございます。４項出産育児一時金、１目出産一時金は過去の実績に基づ

き北海道より見込み数値が示されるものであり 42 万円減額の 420 万円を計上しているもので

ございます。２目支払手数料は、前年同額の３千円でございます。195 ページをご覧ください。 

５項葬祭諸費、１目葬祭費につきましても、北海道から見込み数値が示されるものであり６万

円減額の 24 万円を計上しております。３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１

目医療給付費分につきましても北海道が算定した必要な納付金を納入するものでございます。１

千 569万９千円減額の１億６千 927万円であり、退職被保険者医療給付費分はこちらも廃目と

なってございます。196ページをお開きください。 

２項後期高齢者支援金等分、１目後期高齢者支援金等分は 125 万７千円増額の５千 40 万７

千円を計上し退職被保険者後期高齢者支援金等分は廃目となってございます。３項介護納付金、

１目介護納付金分は 164万４千円増額の２千 408万１千円を計上します。４款財政安定化基金

拠出金、１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金拠出金は、先ほど申し上げました胆振

東部地震により支消した基金への拠出金であり、１千円を計上してございます。197ページをご

覧ください。 

５款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目共同事業拠出金につきましては特異的な事項

はございません。６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費につ

きましては、391万６千円増額の 741万３千円であり特定検診の受診率を向上させるための委
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託料が増の要因でございます。198ページをお開きください。 

２項保健事業費、１目疾病予防費につきましては微増の 29 万１千円を計上し、７款基金積立

金、１項基金積立金、１目基金積立金は国保会計の安定的な運営を行うために国民健康保険事業

基金へ積み立てるものでございます。１千 632 万６千円増額の１千 632 万７千円を計上しま

す。８款諸支出金につきましては特異的な事項はございません。次に、歳入について総括表によ

りご説明申し上げますので 180ページにお戻りください。 

１款国民健康保険税、２款使用料及び手数料、７款繰越金及び８款諸収入 44 万円のうち、１

万３千円の合計２億２千 562 万８千円が一般財源でございまして、３款国庫支出金から６款繰

入金までと８款諸収入 44万円のうち、42万７千円、合計５億 831万９千円が特定財源でござ

います。以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 次に議案第 18 号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について提案理由の説明を

求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 すでに上程されております議案第 18 号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算につ

いてご説明を申し上げます。最初に予算説明書の緑色の中表紙をお開きいただき 201 ページを

ご覧ください。 

第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ７千 603 万５千円と定めるも

のでございます。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。

次に審議資料によりご説明いたしますので別冊の予算審議資料緑色の中表紙、後期高齢者医療特

別会計の 65ページをお開きください。 

予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計額は７千 603 万５千円であり前年度比

較では 353万８千円の増、対前年度比 104.9％となってございます。歳入の款ごとにおける予

算額を御説明いたします。１款後期高齢者医療保険料につきましては、広域連合の算定見込みに

より前年度比較 265 万８千円増額の５千 207万８千円を計上してございます。２款使用料及び

手数料は増減ございません。３款繰入金 89 万１千円の増につきましては保険基盤安定繰入金の

増額であり広域連合に納入する負担金額の増によるものでございます。４款繰越金１万１千円の

減の１千円を計上いたします。諸収入につきましては増減はございません。 

続いて、歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては５万１千円の増額、

125万６千円を計上してございます。２款後期高齢者医療広域連合納付金は保険料負担金、低所

得者保険料軽減分にかかる保険基盤安定負担金及び事務費負担金として 349 万８千円増額の７

千 466万９千円を計上してございます。３款諸支出金につきましては保険料の還付に備え、保険

料還付金及び還付加算金として 11 万円を計上してございます。66 ページをお開きください。

款別性質別節別の予算分類表であり説明は省略させていただきます。また、67ページは主要施策

事業の事業内容、事業費及び財源内訳でございまして次の 68 ページは後期高齢者医療制度の概

要であり後ほどご参照いただければと存じます。それでは歳出についてご説明いたしますので、

予算説明書の 213ページをお開きください。 

歳出の特異的事項について御説明申し上げます。なお、特定財源の御説明につきましては、財

源内訳欄に記載していますので省略をさせていただきます。１款総務費、１項総務管理費、１目
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一般管理費につきましては事務に要する費用 98 万８千円を計上してございます。２項徴収費、

１目徴収費につきましては特異的な事項はございません。214ページをお開きください。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医

療広域連合納付金につきましては、前年度比較で保険料負担金が 265万８千円増の５千 207万

９千円、保険基盤安定負担金が 84 万８千円増の１千 987 万５千円、事務費負担金が８千円減

の 271万５千円で、合計 349万８千円増額の７千 466万９千円でございます。３款諸支出金、

１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金につきましては特異的な事項はございません。償

還金につきましては廃目となってございます。次に、歳入について総括表によりご説明申し上げ

ますので 206ページをお開きください。 

１款後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料、４款繰越金５款諸収入のうち、２千円、

合計５千 208 万２千円が一般財源であり３款の繰入金、５款諸収入のうち 11 万円、合計２千

395万３千円が特定財源でございます。以上、説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 本日の会議時間でございますが、本日の会議時間は議事運営の都合により、令和２年度各会計

予算の説明が終了するまで延長したいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 次に議案第 19 号、令和２年度清里町簡易水道事業特別会計予算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（河合雄司君) 

 すでに上程されております議案第 19 号、令和２年度清里町簡易水道事業特別会計予算につい

て御説明申し上げます。予算説明書の 217ページをご覧ください。第１条第１項につきましては

予算の総額を歳入歳出それぞれ６千 464 万９千円と定めるものでございます。第１条第２項に

つきましては後ほど事項別明細書によりご説明いたします。次に審議資料により、予算の概要を

ご説明いたしますので別冊の予算審議資料 71ページをお開きください。 

令和２年度簡易水道事業特別会計予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計額は６

千 464 万９千円であり、前年度比較では 405 万４千円の増、対前年比 106.7％となってござ

います。歳入の款毎における予算額をご説明いたします。１款使用料及び手数料につきましては

令和元年度の実績見込みを参考としながら前年度比較５万１千円増の、４千 764 万円を計上す

るものでございます。２款財産収入につきましては前年度比較１千円増の５千円となっており基

金利子の増によるものでございます。３款繰入金につきましては、簡易水道施設整備基金繰入金

の増により前年度比較 300万２千円増の、１千 450万３千円を計上するものでございます。４

款繰越金につきましては前年同額を計上してございます。５款諸収入につきましては町道工事に

伴う水道配水管移設補償により前年度比較 100 万円の増の 100 万１千円となってございます。 

続いて歳出の款毎の予算額をご説明いたします。１款総務費、351万３千円の増につきまして

は地方公営企業法適用化に向けた委託料の増によるものでございます。２款施設費 54 万円の増

につきましては、令和元年度に実施した実施設計委託料の減額と水道配水管移設工事費及び水道

メーター器更新工事費の増によるものでございます。３款公債費につきましては前年度と同額と

なってございます。４款基金積立金につきましては前年度比較１千円の増となっており簡易水道
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施設整備積立金の増によるものでございます。72ページをお開きください。 

72ページは款別性質別節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。73ページ

は令和２年度の主要施策事業の事業内容、事業費及び財源内訳であり公営企業法適用化事業につ

きましては、地方公営企業法の適用範囲拡大に伴い、法適用化に向けて基本計画の策定を行うも

ので委託料として 350 万円を計上してございます。水道配水管移設事業につきましては町道の

歩道部分拡幅工事に伴い支障物件となる水道管の移設を行うもので 170 万円を計上してござい

ます。特定財源は、簡易水道施設整備基金繰入金と水道配水管移転補償金でございます。なお、

移転工事に伴う工事を行う箇所は 74 ページの位置図のとおりでございます。次に水道メーター

器更新事業につきましては、計量法に基づき８年を経過した水道メーターを更新するものであり

第１、第２施設合わせて 297 ヵ所を実施する経費として１千 794 万円を計上してございます。

特定財源は、簡易水道施設整備基金繰入金でございます。それでは歳出についてご説明いたしま

すので予算説明書の 227ページをお開きください。 

それでは歳出の特異的事項についてご説明いたします。１款総務費、２項総務管理費、１目一

般管理費につきましては、当会計に属する職員１名分の人件費及び通常の施設管理に必要な物件

費を計上してございます。なお、12節委託料には、水道メーター器検針委託料、先ほど主要施策

事業でご説明いたしました公営企業会計法適用化業務委託料、それから水質検査委託料、施設点

検委託料、合わせまして１千54万６千円を計上してございます。229ページをお開きください。 

２款施設費、１項施設整備費、１目施設整備費につきましては、先ほど主要施策事業で御説明

いたしました町道工事に伴う水道配水管移設工事とメーター器更新工事を合わせて１千 964 万

円を計上してございます。３款公債費及び４款基金積立金につきましては、総括表でご説明した

とおりであり特異的な事項はございません。公債費の特定財源、その他 337 万８千円は一般会計

からの繰入金であり、基金積立金の特定財源その他５千円は基金利子となってございます。なお、

230ページから 237 ページにつきましては当会計に属する職員１名分の給与費明細書であり一

般会計と同様の内容様式となっておりますので、説明を省略させていただきます。続いて 238ペ

ージをお開きください。 

本表は地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。区分は簡易水道債であり、合計欄

でご説明いたします。前々年度平成 30 年度末現在高は１億３千 679 万５千円、前年度令和元

年度末現在高見込額は１億２千 623 万７千円、当該年度令和２年度中の元金償還見込額は１千

81万５千円、当該年度末令和２年度末の現在高見込額は１億１千 542 万２千円となる見込みで

ございます。次に歳入について総括表によりご説明いたしますので 220 ページへお戻りくださ

い。 

歳入につきましては、前段の審議資料においてご説明いたしましたので、総括表でご説明いた

します。１款使用料及び手数料、４款繰越金、５款諸収入のうち、預金利子分１千円の合計４千

914万１千円が一般財源であり、２款財産収入、３款繰入金、５款諸収入のうち移転補償金分の

100万円の合計１千 550万８千円が特定財源となってございます。以上、提案理由のご説明と

させていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 次に議案第 20 号、令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算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（河合雄司君) 

 すでに上程されております議案第 20 号、令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算に

ついて、御説明申し上げます。予算説明書の 241 ページをご覧ください。 

第１条第１項につきましては予算の総額を歳入歳出それぞれ２億 114 万４千円と定めるもので

ございます。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明いたします。第２

条地方債につきましても後ほどご説明いたします。第３条につきましては、地方自治法の規定に

よる一時借入金の最高額を１億１千万円と定めるものでございます。それでは 244 ページをお

開きください。 

第２表の地方債につきましては、起債の目的、限度額等を定めるものであり、目的を農業集落

排水事業債、限度額を４千 840万円、以下記載の方法等につきましては表に記載のとおり定める

ものでございます。次に審議資料により、予算の概要を説明いたしますので別冊の予算審議資料

77ページをお開きください。 

令和２年度農業集落排水事業特別会計予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計額

は２億 114万４千円であり前年度比較では７千 843万１千円の増、対前年比では 163．9％と

なってございます。歳入の款毎における予算額をご説明いたします。１款分担金及び負担金につ

きましては増減はございません。２款使用料及び手数料につきましては令和元年度の実績見込み

を参考としながら前年度比較 80 万円増の３千 842 万２千円を計上するものでございます。３

款道支出金につきましては処理施設機能強化事業への農山漁村地域整備交付金といたしまして前

年度比較３千 750万円増の、５千 100万円を計上するものでございます。４款繰入金につきま

しては一般会計繰入金であり、前年度比較 513 万１千円増の６千 172 万１千円となってござい

ます。５款繰越金、６款諸収入につきましては前年同額を計上してございます。７款町債は処理

施設機能強化事業に係る過疎債と下水道債をあわせて４千 840万円を計上してございます。 

続いて歳出の款毎の予算額をご説明いたします。１款総務費、56万７千円の増につきましては

昨年の人事異動に伴う人件費の増と施設管理費の需用費、こちらの減によるものでございます。

２款事業費７千 898 万９千円の増につきましては処理施設の機能強化事業にかかる工事請負費

の増によるものでございます。３款公債費につきましては、前年度比較 112 万５千円の減となっ

てございます。78ページをお開きください。 

78ページは、款別性質別節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。79ペー

ジは令和２年度の主要施策事業の事業内容、事業費及び財源内訳であり公営企業法適用化事業に

つきましては、地方公営企業法の適用範囲拡大に伴い、法適用化に向けて基本設計の策定を行う

ものでございます。委託料として 350万円を計上するものであり特定財源 350万円は一般会計

繰入金でございます。町単独事業につきましては公共桝の新設工事費として２ヵ所 100万円、処

理施設の機器類の年次的修繕工事費として 150 万円、下水道メーター更新工事費として 42 万

円合わせて 292 万円を計上しており特定財源の 10 万円は農業集落排水施設分担金となってご

ざいます。農業集落排水処理施設機能強化事業につきましては、機能強化設備更新工事費として

清里地区において機械設備であります汚泥脱水機の製作７千 700 万円、札弦地区において電気

設備９ヵ所で２千 500万合わせて１億 200万円を計上しており、特定財源につきましては農山

漁村地域整備交付金、農業集落排水事業債、一般会計繰入金でございます。それでは歳出につい

てご説明いたしますので、予算説明書の 253 ページをお開きください。 

それでは歳出の特異的事項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

般管理費につきましては当会計に属する職員１名分の人件費及び事務費として 761 万７千円を
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計上するものでございます。254ページをお開きください。 

２目施設管理費につきましても 10 節需用費、１千 734 万円 13 節委託料 958 万５千円な

ど、２つの施設に係る通常の維持管理費として合計２千 747万１千円を計上してございます。２

款事業費、１項農業集落排水事業費、１目農業集落排水事業費につきましても先ほど主要施策事

業でご説明いたしました公営企業会計法適用化業務委託料及び町単独事業処理施設の機能強化事

業に係る工事請負費を計上しており、合計１億１千 69 万１千円を計上してございます。特定財

源の内訳は国庫支出金の農山漁村地域整備交付金５千 100万円と地方債４千 840万円、その他

の農業集落排水施設分担金 10万円、一般会計繰入金 650万６千円を合わせた１億 600万６千

円となってございます。255ページをご覧ください。 

３款公債費につきましては地方債の元金償還金及び利子、一時借入金利子、合わせて５千 536

万５千円を計上しており特定財源、その他の５千 521 万５千円は一般会計繰入金となってござ

います。256ページから 263ページにつきましては職員１名分の給与費明細書であり一般会計

と同様の内容様式となっておりますので、説明を省略させていただきます。続いて 264ページを

お開きください。 

本表は地方債の現在高の見込みに関する調書でございます。区分は下水道債、特例債、過疎債

であり合計欄でご説明いたします。前々年度、平成 30年度末現在高は３億９千 367万５千円、

前年度令和元年度末現在高見込額は３億５千 852 万２千円、当該年度令和２年度中の起債見込

額は４千 840万円、当該年度令和２年度中の元金償還見込額は４千 775万２千円、当該年度末

令和２年度末の現在高見込額は３億５千 917 万円となる見込みでございます。次に歳入につい

て総括表によりご説明いたしますので 246ページへお戻りください。 

歳入につきましては、前段の審議資料においてご説明いたしましたので、総括表でご説明いた

します。２款使用料及び手数料、５款繰越金、６款諸収入の合計３千 992万３千円が一般財源で

あり、１款分担金及び負担金、３款道支出金、４款繰入金、７款町債の合計１億６千 122万１千

円が特定財源でございます。以上、提案理由のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 次に、議案第 21 号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算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（清水俊行君) 

 すでに上程されております議案第 21 号令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算につきまして

御説明を申し上げます。予算書及び予算説明書のうぐいす色の次の 267 ページをお開きくださ

い。 

第１条第１項につきましては歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４千 787 万１千円とするも

のです。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書により御説明申し上げます。第２条

につきましては、一時借入金の限度額を２千万円と定めるものです。 

続きまして、別冊の予算審議資料で御説明いたしますので審議資料のうぐいす色の次の 83 ペ

ージ予算総括表をお開きください。 

令和２年度の歳入歳出予算額の合計は１億４千787万１千円であり前年比較では１千482万

４千円の増額となり前年対比 111.1％であります。歳入の款別における前年度比較金額の主な内

容について申し上げます。１款財産収入１億１千 555 万円は財産売払収入並びに財産運用収入
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であり前年度比較で 14 万１千円の増加となっております。２款繰入金、３千 200 万５千円は

一般会計繰入金であり前年度との比較で１千 468 万３千円の増額は会計年度任用職員１名増分

の人件費と施設修繕が主なものとなります。３款繰越金 30 万円は前年度繰越金であり、増減は

ありません。４款諸収入、１万６千円は雑収入で増減はございません。 

次に歳出について御説明申し上げます。１款総務費７千 639 万３千円は一般管理費で前年度

より１千 531 万７千円の増額となっており主なものは人件費と修繕費となっております。２款

製造費７千 144 万８千円は醸造費で前年度より 49 万３千円の減額となっており主なものとし

て消耗品で資材在庫の調整の結果となっております。３款公債費は前年同額であります。84ペー

ジをお開きください。 

焼酎事業特別会計の款別性質別節別予算分類表であり説明は省略させていただきます。続きま

して、85ページをご覧ください。 

令和２年度焼酎等製造販売計画であります。１の製造計画でありますが、じゃがいも４万８千

750 キログラムを原料に使用し仕込み回数 39 回、製造量は 74 キロリットルを製造いたしま

す。２の販売計画でございますが、販売本数は焼酎、飲料水、その他を合計して 13万８千 490

本、販売数量 65.1 キロリットル、販売額は１億１千 554万９千円で前年度より 14万１千円の

増といたします。年度別製造販売数量の実績は記載のとおりとなっておりますので、ご参照くだ

さい。 

続きまして、予算説明書の事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので焼酎特別会計

の 227ページをお開きください。１款総務費、１目一般管理費は職員３名分と、会計年度任用事

務員２名分の人件費並びに管理用の物件費及び公課費などであり１千 531 万７千円の増額 279

ページをお開きください。２款製造費、１目醸造費は会計年度任用作業員の人件費、及び醸造瓶

詰め経費、原材料費などの物件費であり 49 万３千円の減額、総務費及び製造費の増額理由は総

括表の歳出で説明いたしますので省略させていただきます。280ページをお開きください。 

３款公債費、１目利子につきましては前年度同額となっております。なお 282ページ以降は給

与費明細となっておりますが説明は省略させていただきます。次に歳入についてご説明しますの

で 270ページにお戻りください。総括表によりご説明いたします。内訳につきましては審議資料

の歳入でご説明いたしましたので省略させていただきます。１款財産収入、３款繰越金、４款諸

収入は一般財源で合計額は１億１千 586万６千円、２款繰入金は特定財源で３千 200万５千円

であります。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで各会計予算の説明が終わりました。 

 

○議長（田中誠君) 

 お諮りします。 

議案調査のため明日から３月９日までの３日間、休会としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

異議なしと認めます。 
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したがって、明日から３月９日までの３日間、休会とすることに決定しました。 

以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

本日は、これで散会いたします。 

 

散会  午後 ４時 45分 
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令和２年第１回清里町議会定例会会議録（３月１０日） 

 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  岡 本 英 明    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  古 谷 一 夫    ７番  村 島 健 二 

    ３番  伊 藤 忠 之    ８番  前 中 康 男 

    ４番  堀 川 哲 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    引  政 明 

教 育 長   岸 本  幸 雄 

     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   中 西  安 次 

    副 町 長   本 松  昭 仁 

    総 務 課 長   藤 代  弘 輝 

  企 画 政 策 課 長   伊 藤  浩 幸 

    町 民 課 長   熊 谷  雄 二 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田  成 人 

     産 業 建 設 課 長   河 合  雄 司 

    焼 酎 醸 造 所 長   清 水  俊 行 

    出 納 室 長   永 野    宏 

        生 涯 学 習 課 長    原 田  賢 一 
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    監査委員事務局長    溝 口  富 男  

    農業委員会事務局長    河 合  雄 司 

    選挙管理委員会事務局長     藤 代  弘 輝 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長     溝 口  富 男 

    書 記   世 良   奈都子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  一般質問 （１名 １件） 

  議案第１５号～議案第２１号（各会計予算案の質疑） 

 

●予算質疑説明員補助者 

  総 務 課 主 幹      樫村 亨子 

総務Ｇ      主 査  吉本  淳 

        管財Ｇ      総括主査 北川  実   主 査  田中 誠之                  

  企画政策課 主 幹      阿部 真也 

まちづくりＧ   総括主査 新輪 誠一   主 査  半澤  忍 

                 主 査  長屋 智洋   主 事  吉田 悠平 

        地域振興Ｇ    主 査  横畠 敏樹 

  町 民 課 主 幹      梅村百合子 

町民生活Ｇ    総括主査 水尾 和広   主 査  阿部由美子 

         主 査  山嵜 孝英   主 査  藤森 宏樹  

税務・収納Ｇ   主 査  圡井 泰宣 

  保健福祉課 参 与      進藤 和久 

        主 幹      宮津 貴司  

       保健 G      保健師長 武山 悦子 

福祉介護 G    総括主査 寺岡 輝美   主 査  原田  了 

        子ども子育て G  総括主査 鈴木由美子 

  産業建設課 主 幹      酒井 隆広 

建設Ｇ      主 査  山本 卓司 

産業振興 G    総括主査 吉田 正彦   主 査  吉田 慎治 

        農業委員会    次 長  小林 正明 

  生涯教育課 主 幹      三浦  厚  

学校教育Ｇ    主 査  小泉めぐみ 

        社会教育Ｇ    総括主査 泉井 健志   主 査  武山 雄一 

  焼酎醸造所          主 査  廣谷 淳平 

  消防清里分署         分署長  岡崎  亨   庶務係長  君島 晴男 

救急係長 小笠原明博   予防係長  山田  司    

警防係長 半澤 孝貴   危険物係長 内野 智也 
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                              開会 午前 ９時 30分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君) 

 ただいまの出席議員は９名です。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。 

 

●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、５番 池下昇君、６番 

勝又武司君を指名します。 

 

●日程第２  一般質問 

○議長（田中誠君) 

日程第２、一般質問を行います。発言を許します。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

質問に先立ち、現在、新型コロナウイルス感染拡大の懸念が社会全般に大きく広がり、学校の

臨時休校を皮切りに、集会や外出の自粛要請などにより経済面においても多大な影響が生じてお

ります。この間、清里町においても対策本部を設置するなど、学校現場、医療福祉現場等々、関

係者初め役場職員も含め、日々最大の対策、対応をいただいているところであり関係者の御苦労

と御努力に対して、敬意を表するとともに１日も早く感染拡大が終息し平穏な社会環境が回復す

ることを願うものでございます。 

それでは通告致しました「人口減少局面に対応した地域経済振興及び雇用確保と創出対策への

取り組みについて」町長に一般質問をさせていただきます。 

なお、昨年６月定例会において、人口減少や地域経済の縮小傾向が進行する現況下、地域経済

振興並びに雇用創出対策に取り組むための町財政運営の基本的方向性について一般質問をさせて

頂いており、私の「地域経済振興及び雇用創出対策に向けた仕組みづくりと人材育成と確保、又、

それに必要な財政措置と財政運営の考え方」を質問したところ、町長の答弁におきましては、健

全財政を堅持しつつも財政出動は必要な時期に必要な対応を行い、実効性の確保を図ると明確に

答弁を頂いているところであり、当然そうした認識に立って、町内の経済状況や雇用環境を的確

に把握された上で、新年度予算の編成と提案がなされたものであるという前提に立ち、以下３点

の項目について質問させていただきます。 

まず１点目は、現在の清里町における地域経済及び雇用環境の現況認識について町長の見解を

お伺いするものでございます。 

直近の１月末の人口が 4,002 名となり、今日現在４千人割れとなっていると認識するもので

すが、農業の堅調が維持されているとはいえ、小売商業の不振、普通建設事業の波の大きさによ

る雇用の不安定化、加えて一般勤労者の実質賃金や年金が抑制されている環境等々、地域経済が

ある意味、停滞ではなく下振れしているとも思われる状況の長期化に加え、70年以上にわたり清

里町の地域経済と雇用を支えていた札鶴ベニヤの経営合理化に伴う本社工場の縮小と白糠への統
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合や本社機能の移転は、さらに本町における地域経済や雇用への懸念が大きく広げていると認識

するものでございます。 

しかしながら、今回示された町政執行方針においては、起業・新事業創出と店舗改修支援事業

の継続と移住・定住事業対策の連動した施策のなかで雇用対策を図っていくと、唯一、雇用につ

いて触れているだけであり、本質的な問題意識を持っておられるのか、もしくはありながらも、

非常に困難性が高いことから意図的に回避しているのではないのかとさえ、感ずるところが少し

あるものでございます。 

地域における人口の維持と確保の基盤、そして生活の安心の基礎となるのは、何においても地

域経済と雇用の循環が成り立っていることであり、現在の地域経済と雇用環境について、行政の

トップとして、どの様な現況認識を持っておられるのか。加えて、こうした地域状況が生じてい

ることの要因に対する課題認識について、まず率直に町長の見解を伺うものでございます。 

２点目として、「新たな地域振興と雇用創出を結びつけた取り組みと体制づくり」についてお

伺いするものでございます。 

新しく４月に迎える令和２年度は第５次清里町総合計画の最終年度であり、新たな第６次総合

計画の策定に向けて現在、73名の策定委員の皆さんにより鋭意、積極的な審議が行われているも

のと認識しております。 

また、「人口減少と地域経済の縮小の克服」を目的とし、人口ビジョンとして 4,200 人を目標

とした現在の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は令和元年度末、すなわち今月３月末が計画

年度末でありましたが、次期総合計画との調整から一年間延長し、令和２年度を仕上げの年とす

るとの事ですが、目標としていた「地域における安定した雇用の創出」や「地域経済の好循環の

確立」といったことが、部分的にも達成されているという実感や、新たな地域振興に結びつくよ

うな雇用創出への確かな萌芽と手応えいったものが残念ながら感じられないのが実態であり、農

家経済を除いて「経済体としての町の存続」に対する危機感が町民の皆さんの中に大きく生じて

いるのが清里町の現況ではないかと感じているところでございます。 

 では、そうした要因がどこにあるかと捉えた時、従来型の個人や事業所、団体を受け皿とした

補助金や交付金、さらには公共建設事業や委託指定管理事業を中心とした地域振興策だけでは、

清里町の業態的な産業構造からみても、町内を域内とした経済循環が生じることは極めて限定的

で、個々の既得的な一次循環に止まり、本来的な地域課題にアプローチしつつ、人材の呼び込み

や新たな地域経済と雇用創出に繋がっていかない状況が常態化していると捉えざるを得ません。 

こうしたある種の閉塞状況を打破し、コトやモノやヒトを動かし町内を域内とした経済循環や

雇用を生み出していくためには、従来型ではない地域振興の仕組みや枠組み、受け皿を積極的に

町が主導的に関わりながら作り上げていくといった政治的・政策的判断による実効性、加えて、

そうした取り組みに対して適切な財政的な出動を行う事が急務ではないのか、唯々、耳あたりの

良い住民協働や共生・共創の理念での自主的な動きを待つだけでは、地域振興に結びつく地域経

済や雇用創出は困難な状況にあるのではないかと考えるものですが、町長の見解と認識をお伺い

するものでございます。 

続いて３点目として、「公共事業における地域雇用対策と経済振興の在り方について」お伺い

するものです。 

まず質問にあたり自分自身の立ち位置を明確にしておきたいと思いますが、私自身は決して公

共事業不要論者ではないということ、そして現況の清里町の経済と雇用環境を捉えた場合、ある

意味でハードとソフト両面において中長期的視点に立ち、地域経済や雇用が今以上に沈み込まな
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いようにすると同時に、新たな若い世代の雇用創出と地域振興に繋がる環境を醸成するためにも、

公共事業の質的転換と構造変革を行う中、地域経済や雇用創出の牽引役として積極的に取り組む

ことが必要と捉えているものです。 

又、半面、ある意味この５年間取り組んできた総合戦略のもとで、何故本来の目的であったは

ずの地域経済の好循環や安定した雇用の創出の芽だしが成し得なかったのかと大きな疑問を持つ

ものでもございます。 

結論的に申し上げれば、従来の施策や事業手法だけでは現況の清里町の経済振興と雇用対策の

課題を克服しえないという認識と、根本的なパラダイムシフトチェンジが求められていると考え

るものです。 

現在策定中の第６次総合計画においては、基本構想と基本計画のみの策定であり、又、「まち・

ひと・しごと総合戦略」については当初の計画年度が終了した中での、実態的な地域経済や雇用

対策の厳しい現況を直視するならば、より具体的な公共事業執行に対する一定の枠組みづくりや

年次プロットを明確に示すことも持続的な雇用環境の確保の面からも必要と考えるものです。 

さらには将来的な公共投資に向けた種まき、加えて既存の施設管理や運営の手法の見直し、直

面する地域公共交通をはじめとした公共サービス需要に対する受け皿づくりや商店街の空き家対

策においても新たな公共事業の観点からの取り組みによって前進するものが数多く残されている

と考えるものですが、過去の経過ではなくして、今後の公共事業による具体的な地域雇用と経済

振興の在り方について町長の所見をお伺いするものでございます。以上、１回目の質問とさせて

いただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただ今、古谷議員より御質問をいただきました人口減少局面に対応した地域経済振興及び雇用

確保と創出対策への取り組みについてお答えをいたします。 

まず１点目の地域経済及び町内雇用環境の現状認識についてであります。御質問にありました

ように清里町の人口推計は昭和 35 年の１万１千人をピークに減少に転じておりまして、本年１

月末では 4,002人、２月末では 3,999 人と４千人を割り込み、ピーク時との比較では約３分の

１となっているところであります。近年、人口減少率は減速をいたしておりますが、いまだに減

少に歯止めがかからない状況となっているわけであります。参考までに町内における雇用動態で

ありますが、直近の平成 28年度の経済センサスによりますと町内の事業所数は 176件であり、

1,156 名の方が従事をされております。前回、平成 24年の経済センサスと比較しても建設業や

製造業では事業所、従事者数ともに減少をしているところでありますが、小売業などでは事業所、

事業者相互に逆に増加をしているとそういう数値を示しております。 

また商工業の製造販売額につきましては減少が引き続き続いており、厳しい状況となっている

ところであります。特に小売商業につきましては人口の減少、少子高齢化、ネット販売、そして

近隣への大型店の進出等の処遇環境の変化によりまして、大きな影響を受けており、厳しく困難

な状況が続いているというふうに認識をいたしております。 

町におきましては、こうした状況の改善を目的に商工会及び商工関係者との連携のもとに店舗

と改修支援事業、さらには新店舗の申請の助成、中小企業融資制度の拡充、そして新しいポイン
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トカードシステムの導入支援を初めとする、さまざまな商工振興事業に取り組んできたところで

ございます。その結果、これらの制度を活用し新たに開業される方や町外から清里町に移り住ん

でいただいた方もおりますので、一定の効果が出てきているものと判断をするところでもござい

ます。また、先日発表がありましたように町内最大手の企業であります札鶴ベニヤ本社工場の合

板製造ラインの移転につきましては、従業員の配置転換などによる地域経済への影響は極めて大

きなものと受け止めているところであります。町としても可能な範囲において会社との連携のも

とに所要の対応をしてまいる、そういう気持ちでいるところであります。 

さらに、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして生活、経済、福祉、教育とさまざまな分

野への影響が出てきておりますので、年度末を控え、国及び北海道の支援策とあわせ、町におき

ましても緊急融資制度などの対応について早急に取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

このように本町の地域経済および雇用状況は大変厳しい状況下にありますので、経済産業団体

との連携強化のもと昨年策定をいたしました清里町商工振興計画に基づく各種の振興施策の着実

な推進によりまして、地域経済と雇用の確保を図ってまいりたいと考えているところでございま

す。質問にありますように、私にとりましても町政推進の目標であります、みんなで創る明日の

きよさと、幸せが実感できるまちづくりを実現するためにも、暮らしと生活を支える産業の振興

は最も重要な課題と認識をするところでございます。 

次に２点目の新たな地域振興と雇用創出を結びつけた取り組みと体制づくりについてでござい

ます。新しい人の流れをつくるために取り組んでおります、移住定住の取り組みにつきましても

清里町には希望する職場が少なく、生活基盤の確保が難しいことが大きな課題ともなっておりま

す。また、その一方では農業をはじめ、商工業、福祉、医療、保育分野などのさまざまな事業体で

慢性的な後継者不足、そして人手不足の状況が見られておりまして、雇用環境にミスマッチが起

きていると、そのように捉えているところでもございます。こうした状況を解決するためには若

い世代やＩターン・Ｕターン者などに対し、幅広い就業機会を通じ、雇用の創出支援を行うとと

もに、簡単ではありませんが新たな事業の創出を企業誘致なども含めた雇用の場の確保の創出を

図らなければならないものと認識をするところでもございます。 

町ではこれまでも雇用確保の方策として住民サービスや地域振興の観点から効率性や利便性、

収益性などが求められる、公の施設の管理運営や業務につきましては指定管理者制度や業務委託

によるアウトソーシングを行っているところでありまして、民間活力による雇用の確保にも一定

の効果が発揮されているものと考えているところでございます。また、直営で管理運営を行って

いる施設につきましても短期的、また季節的な職場にありましてはシルバーセンターへの委託事

業として高齢者の雇用をお願いしているところでございます。今後におきましても指定管理者制

度、委託業務などを通じ、可能な範囲において民間企業との連携による雇用の確保と創出に努め

てまいる所存でございます。 

次に、地域における安定した雇用や地域経済の好循環への実感と新たな地域振興に結びつくよ

うな産業経済の手応えが感じられない、そして町の存続への危機感が生じてきているのではとの

御意見でございますが、まちづくりの基盤となります、地域経済や産業振興のあり方につきまし

ては現在策定を進めております、第６次清里町総合計画及び第２期まち・ひと・しごと創生総合

戦略の計画策定におきましても十分に議論を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を

賜りたいというふうに思います。 

次に３点目の公共事業による、地域雇用対策と経済振興のあり方についてでございます。本町
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は昭和 18 年に分村以降、住民生活や産業経済の発展の基盤となります、道路や上下水道を始め

公民館、診療所などの社会資本の整備を進めてまいりました。特に道路の改善舗装率ではオホー

ツク管内においても上位にありますし、道路以外の社会資本につきましても順次整備が進められ、

今日の清里町の発展の礎をなしているものと判断をするところでございます。御案内のように、

公共事業及び公共投資は国または地方公共団体が公の利益や福祉のために行う事業や投資であり

まして、学校、病院、図書館、保育所、公園などの建設事業が主な事業となっており、こうした公

共事業を通じながら不特定多数が利用する社会資本の整備を行うことによって、地域住民の生活

環境と産業経済活動など、まちづくりの進展に寄与するものと強く認識をしているところであり

ます。 

このように公共事業や公共投資は公益の利益や福祉のために行われる事業でありまして、景気

対策や雇用対策を目的としたものではありませんが、しかし、一方では直接的な経済波及効果が

高いこと。そうした観点も十分に考慮した中で安定的、持続的に推進することが地域の発展や雇

用の面からも求められているものと判断をするところでもございます。しかし、これらの公共事

業、そして投資の形も徐々にではありますが、建設事業主体から業務サービス型に変わってきて

おりますので、現在の地域経済、雇用実態、環境などをしっかりと認識した中で事業の継続と見

通し、さらには発想の転換による新たな手法の検討もしていかなければならないものと考えてい

る次第であります。 

また、現在策定を進めております第６次の総合計画は、基本構想と基本計画の２層構造による

計画となりますが、各分野における重点施策及び重点事業プロジェクト事業につきましては経済

活動や雇用の見通しの観点も踏まえ、大枠での考え方や前期・後期の年次プロットを含め別途示

してまいりたいと考える次第であります。 

今後は、新しい公共の観点からの取り組みがますます重要となって参りますので、十分に検討

させていただく中、積極的な導入を目指してまいりますので御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) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 それでは再質問をさせていただきたいと思います。最初の町長の答弁の中でも触れられており

ましたが、町内の喫緊の課題であります２点について、まずお伺いしたい、このように考えてい

ます。１点目は札鶴べニヤのラインの再編に伴う町の今後の対応でございます。２点目が新型コ

ロナウイルスの感染拡大に伴う町内の経済対策について、この２点をまず最初にお伺いしたいと

思います。 

１点目の札鶴ベニヤの再編に伴う町の対応でございますが、従前より町長並びに町より２月５

日に社員に今回のさまざまな合理化と経営改善に向けた雇用の関係についてのお話がされ、町長

には当該社長より電話でそういった説明をするという連絡があった。さらに、２月 25 日に社長

が直接、町に来庁しながら今後の会社としての方向性について町長に説明があった。その中で３

月 20 日頃までに配置転換等を含めた１つのまとめを行ってきて、雇用対応、そういった方向性

が出される。そういう話を伺っているところでございますが、既に数次に渡り、社員の聞き取り、

意向調査等も行われているというふうに聞いてございますけれども、現況どのような形になって
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いるのか、社員の現況の動向を含めた対応についての状況把握、町としてどのように行っている

のか、まずそれについてお答えいただきたい。このように思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの御質問２点のうち、まず最初に、札鶴ベニヤの関係の合理化にかかわる具体的な対

応の件でございます。先に一般行政報告でも申し上げておりますように、札鶴べニヤの社長さん

の方から本社工場の合理化についてのお話を直接お聞きしたところでありまして、その一般行政

報告の中で、そのお聞きした内容についてお話をさせていただきました。その時の話も重複する

かと思いますが、基本的に本社工場にある合板ライン、それからフロアライン、要はフローリン

グラインですね。それらの主要なラインを白糠工場の方に、６月末までは本社工場の方で業務を

するけれども、７月以降については移転をするという話でありまして、その移転に伴って、現在、

本社工場でそのラインで働いている方々を中心に職員の異動移転もあわせてやっていきたい。基

本的に本社の機能そのものは年内中にできれば動かしたいということでありますが、本社そのも

のの登録地は変える考え方はないというふうにお聞きをいたしたところでございます。そうした

中で現在の状況でありますが、３月 20 日頃までに、該当する職員についての再就職を含めた雇

用相談を行っていくということでありまして、もう既に２回目の個別面談が終わっているという

ふうに聞いております。 

現在は３回目に向けた、要は最終判断をこの 20 日までに行われるのではないかというふうに

思っているところでございます。その具体的な従業員の皆さんの最終判断については、こちらの

方では、まだ情報を得ておりませんけれども、それぞれの中で対応がされているということでご

ざいまして、ただ、聞くところによると今のライン全体では約 70 名近い対象者がいるわけです

が、あまり白糠の方に希望する方は多くはないというふうに聞いているところでありますので、

本社、そしてまた近くの近隣から通われている方もおりますので、そういう中での対応が生じて

来るだろうというふうに考えている次第でございます。 

また再就職の支援だとか、そういう職業相談の部分についてはメインバンクの北洋銀行のコン

サルと言いますか、北海道共創パートナーズという会社、こことリクルートキャリアコンサルテ

ィングという会社の方から職員の派遣がありまして、具体的な個々の相談も進めているというこ

とだそうであります。 

町におきましては、それぞれの企業での取り組みがございますので、会社側の要請があれば町

においても離職、仮にそういうことが出てきた場合における生活や相談、各種の手続等について

の相談を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。札鶴べニヤへの対応の状況に

なっているということを御報告申し上げておきたいとい思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ただ今町長からご答弁頂いたとおり、現実的な私自身も、何人かの社員の方や関係者から、札
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弦地区の皆さんからお話しを伺っている経過の中において、今いる方々が配置転換という中で、

新たに白糠に行かれる方については極めて少ない人数に留まるのではないか。個々の事情、当然

住宅を持っておられる高齢者の病人、病気を持った御家族がいらっしゃるですとか、年齢的なこ

とを考えた場合、また通勤できる距離でもない。子どもが学校に通っている。さまざまな条件を

考えた時、極めてそういった厳しい環境にあるのではないか。したがって、先ほど町長も述べら

れたとおり、今後予想されるのは離職等に伴う、そのような方々に対する町の対応のあり方、体

制、それをどのような形になるかにおいて構築していくか。具体的に申し上げますと、その自己

都合退職になるか会社都合退職になるかによって、当然失業保険、従来言われている失業給付で

ございますけども、それが大幅に違ってくるという形、また退職者の高齢者を再雇用やっている

場合においても高齢者雇用の再雇用の退職給付というのは、一時金払いだけであって、そういっ

た生活の困窮が来るということも事実ですし、そういった方々が大量に生じている可能性が直近

にあるといった場合については、やはりある意味では民間会社と言いながら 80 年に渡り、地域

を支えてきた、また町を支えてきた人が現実的に町に残りながら、新しい職を求めていくという

形になってくる。これは事実ではないか。そういった場合における町としての具体的対応、これ

は早急に窓口を一本化したり、ハローワーク等々との連携の中において緊急的な対応を立ち上げ

ていただければいけない。そういった時期にきているのではないか。 

３月 20 日がほぼ３回目の面談が終わって方向性が確定される。それからおっとりと立ち上げ

るというようなそういった対応では非常に町のあり方としてはどうなのか。疑問を持たざるを得

ない。今後の個別的な離職等に伴う相談及び生活支援に対する町の具体的な対応をどのように考

えているか、再度答弁をお願いしたい。あわせて、先ほど金融機関、メインバンクのお話があり

ましたけれども、これは俗に国民金融公庫や政策金融公庫が現在の会社にそういった資金的な提

供をしていれば、銀行として社会責任として求められるのは当たり前の話であって、そこによっ

て再就職がきちんと確保されるという話ではなく、それは全て制度的に協調融資をやっている金

融機関というものは制度上そういったことをしなければならないというだけであって、そういっ

たものを生かすことも当然ですけれども、町内にそれほど多くの雇用機会があるわけでもない。

そうなった場合は、やはり最終的に頼ってくるのは町であって、その辺に対する緊張感を持った

対応が必要ではないか。改めて町長の答弁をお願い申し上げます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 札鶴べニヤの離職に伴う職員の動向という中での御質問というふうに受け賜っていたところで

ありますが、基本的には今現在、札鶴ベニヤさんの方でリクルートの会社またはメインバンクの

北海道共創パートナーズ、そういう会社の方々と個別面談をしている最中でありますので、そこ

の動向をしっかりと見極めていかなきゃならないだろうと。そこがメインとして今、従業員の方々

に就職斡旋を含めてやっているわけですので、行政と言えどもそこへいきなり入っていくという

わけにはまいらないというふうに思っています。 

そして現状としては６月末までは会社が動くという現状のままで操業されるということであり

ますので、４月、この３月末であれば、もう日にちがないということもありますけれども、まだ

そういう中での方向性と、それからの対応ということになってこようかというふうに思っており
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ます。 

町の方もそういう中においては先ほど申し上げましたように離職等に伴う生活支援、または相

談、各種の手続、そういう部分についてその時期が来ればしっかりと対応していきたい。メッセ

ージはしっかりと打ち込んであります。会社の方にもやりますから何なりと申し出てくださいと

いうふうに言っていますので、その中の範疇でやっていきたいなと思っているところであります。

御案内のように、札鶴ベニヤさんの昭和 23 年に創業以来、本当に長い間この清里町の経済雇用

を支えていただいた、重要な企業であります。その危機に今立っているわけでありまして、町と

してもできる限りの支援策はとっていきたい、そして従業員の皆さんに対しても安心して暮らし

ていけるような、そういう対応をとっていきたいというふうに思っております。 

また、その従業員の方々でも 60 歳を超えて退職をされて、再就職されている方がかなりおり

ますので、年齢的な部分も含めて、それらの方々ともどういうふうな対応になっていくのか、十

分に我々としても情報をいただきながら今後の対応に生かしていきたいというふうに考えている

ところでもありますので、御理解をいただきたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

 基本的には十分な情報の収集を行って、離職対応、生活支援、これはやはり先ほど町長は町と

しての立ち位置というものは非常に微妙だというニュアンスで答弁いただいたところですが、現

実的にラインに携わっている従業員の方が 70 名以上いらっしゃって、そのうち、今現在におけ

る動向というのがほぼ３月中に掴めるわけですから、そういった６月云々ではなく、現時点にお

いて個別的な対応がどういったことが必要かということについては全町体制、町の全課体制の中

において洗い出しをやって個々の課題に対する、こういった状況、こういった問題が生じればこ

ういった形ですぐに対応できるという準備、窓口をどこにするのか。基本的には町長や副町長対

応を中心とした雇用対策、生活支援対策の本部みたいなものを作りながら、しっかりと準備を行

っていくことがまず必要ではないか。 

それから具体的に今退職はもし承知とすれば、どういったことが個々の生活の中に生じてくる

のか。現在まで社会保険という形の中で厚生年金も含めてやっていたものが、退職時点で、すぐ

全てそれは個人の負担になってくる。従来は会社２分の１もち、医療保険についてもそうでしょ

うし、そして厚生年金ともそうでしょうから、現実的にご夫婦であった場合、これが国民年金に

変わった場合 60 歳に達していない、40 に達していない方については任意継続をやってくとい

う形、必要性が生じた場合については毎月３万円を超える負担がご夫婦であれば出てくる。さら

に医療保険が国保に変わった場合については、会社都合退職であっても２年間の軽減措置はあり

ますけれども、ほぼ２万から３万の負担。そうするとイメージ的に考えたとしても４万から５万

の毎月の負担が退職時から生じてくる。そういったことを想定した中において、離職対策、再就

職対策、生活支援対策というものが、ここ具体的にどういった条件の方々にどういった対応が必

要なのかということが当然、準備をしておくということが必要になってくるのではないか。そう

いった準備体制に対する認識はどうなっているのか。また具体的に準備体制というものをきちん

と構築されているのかどうかについても、再度ご答弁を願いたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの件でありますが、先ほど来、申し上げておりますように、再就職への支援の部分に

ついてはメインバンクの北洋銀行グループの会社が、またリクルートキャリアの会社が入って、

さらにはハローワーク職業安定所の方々も入ってもらって、個別面談を行っているという状況の

中でありまして、保険やまた年金関係についても個々の人方で全部違うわけですから、条件が。

これらも進めていただいているところであります。 

ただ、具体的な部分として個別の課題が出てまいりますので、どこかに窓口をつくってそこで

一括して一括説明では全然それぞれの対応ができないというふうに理解をしているところであり

ますから、あくまでも具体的な対応となってくれば、個別でのそれぞれの再調査をしていかなき

ゃなないというふうに思っているわけでありまして、その状況を見ながら窓口をどのように開い

ていくかという部分も進めていきたいというふうに考えているところであります。 

まだ今、前段の段階でありますので、べニヤさんがとっている対応の中しっかりとまずはやっ

ていただいて、その後町としてできる限りの支援をしていきたいというふうに考えているところ

でありますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 まずはしっかりとした準備体制を整えた情報収集した中において、個々の課題に対して時間を

置かず、是非対応していただきたい。強く要請をさせていただきたいと思います。 

それでは、２点目の新型コロナウイルス感染対策に伴う町内の経済影響対策ですね。こういっ

たものについてどうなっているのか。特に今回については、先がまだ見通しがつかない中におい

て、特に個人商店や事業所、とりわけ飲食業、それからバスの委託業者、学校給食、食材の納入

業者、宿泊、さらには学校の休業に伴う部分での福祉介護のサービス停止等に伴うところの部分

での対応、そういった交流を中心とした零細中小を中心とした町内への影響は非常に既に大きく

なっているというのが事実ではないか。そういった認識として過日、町長より、第１弾の町の対

応としては現行の町の融資制度に特別枠 500 万円を限度として作り、７年間の償還の中で 0.1％

を超える金利と保証協会の保証料、こういったものを町が負担をしていくという形の中で、一定

の５％の売上の云々という前提条件はありますけれども、あわせて全業態における調査、こうい

ったものを行っていくというお話をいただききました。 

ただ、現実的に実態把握、先程のべニヤも同じですけれども、商店主や事業所の生の声や具体

的な課題をどの程度ひろい上げて、第１弾の対策をやっていくのか。若干疑問視する部分があり

ます。国は既に中小企業を対策として無担保・無利子の創設。さらに個人事業者に対しても無利

子無担保でやっていくという方向性、ただこういった制度は中小企業といっても 5千万以上の大

規模、町の中小、零細からみれば、大規模に対する対応であって、なかなかそういった対象にな

るということはなり得ないというふうに考えるのであって、私自身もここ１週間ほど 10 数件の

個人事業主や店主の方とお会いしながら実態どうなったのと聞いたところ、目の前にある３月の
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決算期や４月５月という、そういった場合についての運転資金が目の前として必要なんだ。そん

な 500 万円という大きな枠だけではないんだ。月に 30 万とか 50 万という小口の現在仕入れ

たものを次月内に決算をしていく。そうしなければ、４月、５月の納入商品や材料の納入という

ものが業者からしてもらえない。そういった状況を考えた時に、さらに保証協会の関係でいくと

金融機関の審査があるわけであって、そういったものは今言ったような零細個人事業者では非常

に時間もかかるし、審査も厳しいというこの実態を踏まえた中で、前段で第１弾としてやると言

った特別枠の融資だけでは第１弾としては不十分ではないか。まず、今ある商店がしっかりとこ

こで頑張っていけるという安心感を与えるような特別支援策みたいなものを緊急的に打つ必要が

あるのではないか。具体的に申し上げますと、商工会に対してある一定の貸付額を町が出資して

もいいんじゃないですか、貸付金で。短期的なものについて役員補償でもいいから、今個々の小

規模商店、事業所、そういったものが資金的にショートしないで、持続的にまず、その安心感と

環境をつくった上で第２弾・第３弾のものを行っていく。そういった柔軟な緊急対策みたいなも

のがなければ、これは言いたくない部分ですけれども、個々の事業主や商店主がリスクを負うと

かということは、ほぼ出来ない環境にあるというのがうちの町の事実であって、そのリスクを埋

めるとすれば制度的な仕組みというものを緊急要綱的なものをつくりながら、町が発動しなけれ

ば救えないというのが実態ではないか。そういった意味で第１弾の緊急対策というものを今の部

分でお話しした融資の特別枠、保証協会の保証料と０.１を超えた分を町がやっていく。それだけ

でスタートされるのかどうなのか。その辺の考え方について町長のご答弁を願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、大変厳しい状況になってきている。これは１

事業体だけではなく、全ての業界が、そこに落ち込んできているというふうに認識をしていると

ころであります。ちょうど３月の年度末を迎えているということもありまして、目先の対応、そ

れから今後の長期に渡って、この影響は続いていくだろうというふうに理解しておりますので、

とりあえず目先の対応をどうしていくかという部分であります。 

国の方においてもセーフティネットの貸し付けや衛生環境激変化対策の貸付制度、さらには雇

用調整助成金の特例措置、そして小学校の臨時休校に伴う保護者への生活支援の対応、これらに

ついても、今次々と打ち出されておりますし、ここ１日の間に、また新しい考え方の制度も打ち

出されるというふうに聞いております。基本的に使えるものについては使っていった中で、どう

してもかゆい所に手が届かないという状況が生まれてくるというふうに思っておりますので、こ

れらについて、次の対策としての考え方を持っていきたいというふうに思っております。 

ただ、それにはしばらく時間がかかりますので先ほども申し上げましたように、この年度末を

いかにしのいでいくか、これが一番重要な対策になってくるだろうというようなことで、先にも

御相談を申し上げた内容で、町の方としては、現在の中小企業融資対策にコロナ対策部分を上乗

せして執行をしていきたいということでございます。 

その中におきましても、今、金融機関と最後の詰めを行っているところでありますが、可能な

限り無利子の形、それから５％の売上にこだわらないというような中で整理ができればなという

ことで今調整をさせていただいているところでもございますので、この間の説明の中では融資限
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度額、とりあえず 500 万ということで目先の緊急対策として打ちますので限度額でありますか

ら、それは必要量をその中で借りていただければなというふうに思っているところであります。

ただ、いろんな部分で国の方からも金融機関に対して指示が流れているようでありまして、可能

な限りの融資の協調を行いなさいということではありますが、その金融機関によって取り扱いが

少しずつ変わってくるだろうという面もありますのでそこら辺についてはより寛大に今回の対応

をしていただけるように私の方からも改めて金融機関の方には要請をしていきたいなというふう

に思っている次第でもございます。そうした中で全ての対象者が融資を受けられる、そんな環境

になることを望んでいる次第でもあるわけでありまして、これによって１業者でも漏れ落ちるこ

とのないように我々としてもしっかりと状況を把握しながら、そして必要な対応については商工

会や商工業関係の方々とも相談をさせていただきながら最もベターな手法を考えていきたい。当

然議会とも予算が伴ってまいりますので、相談をさせていただきたいと考えておりますので御理

解をいただければと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 今、町長から御答弁ありましたとおり、国の制度等は毎日のように新しいものを追加しながら

やっているわけなんですけれども、現実的に国や保証金付きだとか、そういう形になってくると

非常にスピードが遅くなってきて、現実的に３カ月後４カ月後にやっと審査が終わって入ってく

るという形ではもう終わっているわけであって、先ほど申し上げたとおり、町、金融機関、プロ

パーとの協定の中において、ある一定の町が責任を負う形の中できちんと資金提供した中におい

て、ある一定の役員保証だとか、そういった中において使いやすい形で漏れないような形の中で、

まず第１弾きちんとセーフティネットを張らなければ次の第２段弾、第３弾を打っても意味がな

くなってくる。まずそこの入り口のあり方をもう１回実態に合った、そして個別的な小売商業者

や飲食店の店主の方たちが望むような形の中で、ぜひ早急に再構築して、金融機関との協議を含

めた中で進めていただきたい。 

実態に即した実効性のある制度として、是非前へ早急に進めていただきたい。あわせて、第２

弾、第３弾として特に小口消費の喚起が、今後４月５月６月になって必要になってくる。既に新

年度予算、今回審議されるわけでございますけれども、例えば具体的に言うとわくわく商品券は

年末商品ですけれども、そういったものを前倒ししながら、今やっているスタンプカードの中に

のせながら２割分をのせるだとか、そういった形の中で柔軟にひと月間で１千万、４月・５月・

６月という形で小さな飲食店や小さな商店の物を小さく動く形、これが非常に重要であって、そ

ういった細かな対応は具体的な施策を、是非議会とも早急に協議しながら対応していくことが、

ある意味では物と人が動いていくことによって、きちんと、町、議会等を含めた中でそういった

小売業者、商店をきちんと支えてくれるんだなという安心感の中において国の制度にのっていく

という、そういった段階的な施策を展開していただきたい。この場を借りて強く要請を申し上げ

たいと思います。町長の考え方を再度御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 
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○町長（ 引政明君) 

 今回のコロナの経済対応の関係でありますが、今現在、３月 25 日までということでそれぞれ

の全業種からの聞き取りを進めているところでありまして、その聞き取りの中でどういうことが

求められているのかという洗い出しもしっかりしていかなければならない。そうした中で制度を

構築しながら、やはり安心してもらう。町もしっかりとやっているという部分が安心感に繋がっ

ていくと、そういう中で進めていきたいなということで今取り組みを進めているところでござい

ます。 

具体的な事業の展開におきましても、今お話がありましたように、本年度、新年度予算審議を

いただいて成立した中において、４月５月前倒しができるものは前倒しかけながらも、そういう

対応もあわせて進めていく。それから本当に真に必要とされる制度についても、あわせて新たな

制度としての構築も考えていきたいというふうに思っているわけであります。 

先ほど来、申し上げておりますように１つの事業体も抜け落ちることのないように、しっかり

と目配りをしながら対応をさせていただきたいというふうに考えているところでありますので、

御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ぜひ２つの喫緊の町内の課題について積極的な取り組み、リスクを恐れず町が先頭に立ってそ

ういった対応を、早急に立ち上げて取り組んでいただきたい。この場を借りて強く要請したいと

思います。それでは地域振興と雇用創出に向けた具体的な事業の受け皿づくりに向けた行政対応、

取り組みのあり方なんですけれども、先ほどちょっと最初の質問で申し上げたとおり、地域雇用

に関しては起業・新事業の創出と移住を組み合わせた中でやっていくという話を今回の町政執行

方針の中で述べられております。何らこれを否定するものではないですけれども、こういった手

法だけで線は細いというのは事実ではないか。例えば新規事業の関係でやっていた部分について

は、まち・ひと・しごとの最終年度であった今年度、申請０件ですよね。これは事実じゃないで

しょうか。そしてこの直近の５年間でも８事業しかやっていない。そのうち、半分以上が移住で

こられた方、それはそれとして一生懸命頑張っていただいていることについては評価していきた

いと思いますが、これは言い方が表現的におかしな部分はありますけれども、個人の趣味だとか

生きがいとして農村に移住されてきて、それを生かしながら地域振興に寄与していきたいという

形のものがほぼ皆さんのこの５年間の取り組みであって、地域の中に経済循環とか雇用というも

のを積極的に組み立てていくまでの効果というものは非常に町政執行方針では評価されておりま

すけども、現実的なそういったレベルのものだけでは、プラスアルファとしてしっかりとした地

域経済循環ができていかないのではないか。そういったものを大事にしつつ、もっとダイナミッ

クに雇用創出、経済振興の仕組みをつくっていくという施策展開が求められているのではないか。

このように認識しております。 

例えば受け皿としての他町村や近隣でも行われております、まちづくり会社とかまちづくり商

社、そういったものをやりながら空き家対策に結び付けていく。さらには地域おこし協力隊、新

年度は福祉見守りですか。募集するというお話がありますけれども、執行方針の中においても。
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本来的に地域のそういった新しい力を作り出していくために起業していくということが本来的な

制度であって、既に道内においても上川町の上川ワークプロデュースに代表されるように、地域

おこし協力隊や今年度からスタートする会計年度任用職員、こういったものを組み合わせた中で

具体的に地域に必要な人材と、そうした起業化を起こしていって新しい町内における経済の胎動

を作っていくとか、そういったことが日々、近隣町村や道内、全国で行われている。ところがう

ちの町を見た場合、非常に民間との組み合わせは非常に難しいという町長の考え方は理解する部

分はあるわけですが、そういったところにしっかりと向いてやっていかなければ、やはり人口減

少や町内におけるＵターン・Ｉターン・Ｊターンを含めた雇用対策に繋がっていかないのではな

いか。常に個人レベルで終わってしまっている。そういった傾向にあるのではないか。さらに企

業誘致や合宿への取り組み。これがここ３年間されているかどうかということも非常に疑問を持

つものであり、それはハード系ではなく、今やっているテレワークだとかＩＣＴだとかＩＣとか

設計、デザインこういったものをあらゆる道内の小さな町村に入って来て展開されている。そう

いった受け皿づくりみたいなものを発想転換してやってく必要があるのではないか。そこにきち

んと集中的に投資していく。情報発信していく。そこでイメージづくりだけではない本来的な実

態の伴った経済雇用を町内につくり上げていく。そういった政策方針、具体的方針、予算を見て

もほぼ感じられない。この辺の取り組みについては先ほど町長第６次計画やそれに合わせたまち・

ひと・しごと。結局先送りしていくという、そういったまちの環境にあるのか。待ったなしの環

境にあるという認識の中で動かれてきたのではないか。こういった事業、施策への取り組みの考

え方を再度町長はどのように捉えられているのか。どういった形の中で今後取り組んでいこうと

しているのか、具体的な方策やあり方について御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 地域振興と雇用の受け皿づくりという観点かと思っております。それぞれの全道の各市町村で

も、今お話がありましたまちづくり会社を作った、何々協同組合を作ってそれぞれの受け皿とし

て行政からだけでなく、民間とともに展開しているという地区が見られてきております。 

単純に言えば、昔は清里町にも中央商店街協同組合、これはまちづくり会社です。一つの。あ

ったわけでありますが、諸般の事情から解散をされてしまったという状況であります。今御指摘

のように従来レベルでのそれぞれの捉え方では、なかなか受け皿としての安定したベースができ

てこないというのも事実ではないかなと私は思っているところであります。 

ただ、しからばそれをどういうふうにまとめていくかというところが極めて微妙なところもあ

るわけでありまして、そこら辺について十分な研究を加えていかなければならないというふうに

思います。ただ１点、昨年の 11 月に地域人口の減少に対処するための特定地域づくりの推進に

関する法律というのができました。これは１つの協同組合事業という形での組織づくりでありま

す。先ほどの答弁でも申し上げましたように清里町における雇用のベースがないということがあ

りますし、具体的にはそれぞれの事業主の事業体において私のところは夏の１ヵ月が欲しい、私

のところは冬の１カ月が欲しい、そういうようなことであって、通年を通した事業というものが

なかなか清里ではそういう職場が少ない。それらの事業主の都合をうまい具合に捉えた中で、ト

ータルで年間の仕事を生み出すということも必要になってきているわけでありまして、この先ほ
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ど申し上げました、11 月に制定された推進法によりますとそういう受け皿としての新たな組織

づくりという部分についての法律であります。要は人材派遣の場合と同じような扱いになってま

いりますので、そういう中において派遣事業については、今は申請をしなければならないものを

届け出方式で済むようになるだとか、または協同組合の運営に対しても支援補助金を導入するだ

とか、いろんな手法が考えられますのでこれらについてさらに勉強してみたいなと思っておりま

すし、ただ実際問題そういう組織を起こすとなれば関係する人方皆さんで起こしていただくと。

行政はその指導をしていくわけでありますけれども、実際に出資をして事業に参加をされるのは

個々の方々ということにもなってまいりますので、そこら辺も具体的な部分として、果たして清

里の今までの手法で可能なものかどうか、こういう部分も含めながら今後の課題として持ってい

きたいというふうに思っておりますし、どうしてもやはり農業関係におかれても、農業協同組合

との色んな部分があります。農業振興計画の中では、コントラクターの会社を起こしていきたい

という、これも１つの受け皿としての会社になりますが、誰がどこで何をするかという、そこを

しっかりとしていかなければならないという部分もございますので、それらとあわせた中での事

業組合のあり方、それからまちづくり会社としての事業の捉え方、そういう部分を含めながら進

めていければと思っております。必要性・必然性などしっかりと農協や商工会、また事業主とも

相談できる、そういう会を考えていきたいというふうに思っておりますのでご理解いただければ

と思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

 今、町長から御答弁あったんですけれども、その難しさがあることを克服して構造化してやっ

ていくのが本来の行政の仕事であって、難しさを言っているから難しい。極論すれば緊急性や課

題性があるけれども難しさが伴っている。民間の力、それぞれの立ち位置もある。じゃあどうし

ていくか。それを克服していくのが本来的な行政の知恵や力であって、それを把握しなければ存

在感がない、存在意味がないということをもう１度確認してきたいと思うんですよ。その課題が

あるからこそ行政が主導的な形で、克服する具体的な方向や施策をきちんと誘引していく、引っ

張っていく、協働していくことでつくり上げて行く。先ほど申したパラダイムシフトをやってい

かないと。従来の手法が全部駄目だと言っていません。政策も駄目だとは言っていない。そうい

ったものだけで得しえない課題があるとすれば、先程申し上げた新しい手法とか方法論と言うも

のを法律制度の改正も規制緩和もきています、それがＮＰＯでもできる、一般法人でもできる、

協同組合法もできる、新しいどんどん変わってきている。そういったものをきちんとキャッチン

グして、うちの町にどういった形が可能性として具体的に展開できるかということを、明確にし

ながら農業者や創業者や関係業者に呼びかけをしながら、町が引っ張り、ある意味ではリーダー

シップを取って行く。これがなければ小さな市町村、過疎町村は生き残っていけないじゃないで

しょうか。そこをもう一度考えながら新しい施策展開、特に第６次の総合計画、まち・ひと・し

ごと、１年延ばすわけですから。ただ単純に戦略とは何を言っているのかということを明確に目

標設定をして、具体的な施策展開を是非前向きにお願いをしたいと思います。 

あわせながら公共事業の関係でご質問させていただきます。先ほど社会資本と云々というお話

がありました。当然そうです、公共事業投資というのはそういう形になっているわけですが、現
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実としてそういった見通しがなければそこで雇用できる人間というのは、将来見通しがたちませ

んから今何が起きているかというと建築技術者や土木技術者がなかなか町内にも会社にもいなく

て、大型事業をやるときは名義借りや他所の下請、そこから人を呼んで来てやっている。経済循

環、経済雇用がおきていかないんですよ。ましてや、うちは元請が大きいですけれども下請、二

次下請、そういった業態的な広がりがないですから、どうしてもそういった時に安定的に土木技

術者や建築技術者が、民間企業が雇用しながらやっていくということは、ある一定のそういった

投資的事業や当然、今後小中学校の長寿命化による改築ですとか認定こども園の建築ですとか、

さらには特別養護老人ホームの改築の話。もっと将来的には消防の関係、さらには今回予算が出

ておりますが、コミットの大規模修繕事業だとか、どんどんあるわけです。そういったものや道

営事業における部分については、面があるけど線が全く見えない。そういったことをもう１回大

型事業の中において、どういった形の中にある一定の中長期的に仕事が出てくるのかという形を

前提とすれば、民間における雇用というものが起きてくるわけであってそういったものを社会資

本の整備と経済振興、民間での雇用というのは不利一体であって、そこを是非とも今回は先ほど

町長の答弁でいただいたとおり、第６次総合基本構想と基本計画の２層構造だけれども、大型の

ものについてはある程度、きちんとプロットしていくというご答弁いただきましたので、積極的

にそういったことを明示しながら地域におけるそういった経済また雇用に関して安心感を与えて

いただきたい。加えて先ほど農業関係でコントラの話もありましたけども、前回の農業振興計画

でもコントラが載っている。今回もコントラ、協議会とかそういったのは立ち会がってきている

のか。例えば牧場でも牧野を半減していく、そういったものは従来農協に委託できないだろうか

という話もありましたが、なかなか今回みたいな見直しながら、やっぱり酪農トラクターとか違

った組織の中で受け皿をつくってもらって、新たな方向転換をしていくだとか、例えば指定管理

事業にしたって委託事業にしたって、そこで 12 月で質問した通り、障がい者の雇用というもの

を、そこに織り込んだ中で障がいをもっても地域で安心して暮らしていけるような雇用というも

のを、ある一定の仕組みとして作り上げていくだとか、あらゆるものがまだ取り組んでいない雇

用対策というものが当町にはあるというふうに認識しております。 

そういった中において公営住宅についても、長寿命化計画の中において、新しい整備計画、令

和のあと 10 年計画でつくられてきている。そういったものの運用という中において小さな建具

屋さんや工務店、修繕的な事業をやっている方たちについて、そういった新しい組合組織等含め

た中で、１年を通してあと中期的なスパンをとおして安心して仕事があるということになる。発

注の仕組みだとか受け皿の仕組みというのを同時並行的に作っていかないと、単年度予算だけで

はなかなかできない。是非そういったことも含めながら、まち・ひと・しごと、本当に雇用対策

地域の経済循環をやるのであれば、そういった観点にたって具体的な戦略としての位置付けをし

ているとすれば、そういった施策展開、明確に是非示していただきたい。このように考えますが

町長はどのように考えているか御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 公共事業における雇用の創出というところでお答えを申し上げたいと思います。今までも町の

方で公共事業という形の中で資本整備を図ってきたところであります。基本的には町の産業や経
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済を支える。また住民の生活を支えるという意味の公共投資ということであります。 

先ほど申し上げましたように、その公共投資することによって間接的・直接的には経済波及効

果、また雇用への確保というものにも繋がってくることは事実であります。そんなことから今般

の総合計画の中でも大型事業の大きな枠組みの中ではそれらの事業の配置を含めた中で進めてま

いりたいというふうに考えているところでありますし、また、まち・ひと・しごと総合戦略にお

いても、これは５ヵ年の事業になってまいりますけども、同じような位置づけを図ってまいりた

いというふうに考えているところでもございます。 

それによって建設業またそれ以外のそれぞれの職種において、その事業の出方によって、やは

り雇用をどう守っていくかという部分に繋がってくるんだろうと思っておりますので、可能な限

りにおいてそういう対応もあわせてしていきたいというふうに思っているところであります。 

また総合戦略の中の進め方でありますけども、今、総合計画と同時並行的に進めているという

のも事実でありますし、そちらの計画としては、まち・ひと・しごとの計画になってまいります。

つまりは人口減少に対する、また雇用の確保、それと一極集中の解消、さらには地域間の交流と

若い人方がどういうふうに５年間この清里町で過ごしていけるか、そのための夢や希望をどう捉

えていくかという部分を含めて計画ができてくるわけでありますので、これらの部分詳細にわた

って、これから内容を詰めていくことになりますが、先ほど来、公共事業の話とあわせた中でこ

れらの一定の方向性を出していきたい。どういうものが今求められているのかという部分も含め

て計画の中に主な事業としての施策、目指す姿が織り込んでいければと考えているところであり

ますので、これらの内容について十分に検討させていただきたいと思います。以上であります。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 議長、最後に。 

 

○議長（田中誠君)  

 持ち時間が、はい。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 危機感そのものは共有していると感じますし、さらに町民の皆さんと共に危機感、課題意識を

共有した中、何をしていいかわからないとか、見えてこないではなくして知恵がないわけではな

いです。知恵がなかなか厳しいから出てこないという、そういった萎縮した心理的なものもある

でしょう。そういった中で単に計画に慣れていくだけでは事が前に進んでいかないということも

事実であって、計画そのものの在り方だけでなく、やはり効果性や実効性というものが担保して

いて初めて計画をつくる意味がある。新年度予算でもあらゆる計画が今回作られます。やはりそ

れはきっと実効性・効果性というものが担保されて具体的な施策として町民にきちんとフィード

バックされて初めて計画であるのであって、計画することが仕事ではないということを肝に銘じ

て新年度のそれぞれ計画的な事業執行、ぜひ町長を中心にしながら進めていただきたい。その中

で経済的な不況に対する不安や雇用不安、そういったものを町が先導しながら、先に立ちながら

払拭していただきたい、このように要望したいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明。 
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○町長（ 引政明君) 

 それぞれの計画、特に大きなものが第６次総合計画、10カ年計画ということで今策定に入って

おりますし、また、まち・ひと・しごとの計画についてもそういう形の中で策定に入っていると

ころであります。当然、計画に掲げた目標に向けて実効性のある施策をつぎ込んでいきたいとい

うふうに考えているところでありますので、私はもちろんでありますが全職員一丸となりながら

本当の住み良いまちづくり、住んでいて良かったと思っていただけるようなまちづくりのために、

全力を傾注してまいりたいと考えている次第でありますので、ご理解をいただきたいというふう

に思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで、古谷一夫君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。 

 

   ●日程第３  議案第１５号 ～ 議案第２１号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君) 

 日程第３、一括議題となっております議案第 15 号から議案第 21 号までの各会計予算につい

て、質疑を行います。 

 質疑の進め方について事務局長に説明させます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（溝口富男君) 

 予算審議の進め方についてご説明します。予算審議次第１ページをご覧ください。予算審議の

日程は、本日から 13日までの４日間といたします。 

予算審議の進め方ですが、予算審議は２ページから５ページの、予算審議目次の順に一般会計

の歳出より行います。質疑は一般会計の歳入は款ごと、歳出は款の目ごとに行います。小さな歳

入の款、歳出の目はまとめて質疑を行うものがあります。消防費は、休憩中に歳入歳出、一括で

別に審議します。特別会計は、歳入歳出ごとに質疑を行います。予算審議目次の順に進行します

のでスムーズな説明員の交代をお願いいたします。全会計終了後、総括質疑を各会計全般にわた

り行います。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑の進め方について説明を終わります。 

 ここで議案第 15号、令和２年度清里町一般会計予算について質疑を行います。 

歳出から質疑を始めます。説明員交代のため 10時 55分まで休憩といたします。 

 

休憩  午前 10時 43分 

再開  午前 10時 55分 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて、会議を開きます。 

 １款議会費、１項議会費、１目議会費、35ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君) 

 質問がないですので、次進みます。 

 ２款総務費、１項給与費、職員給与費、36から 37ページ。岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 職員給与費の中の特殊勤務手当と言う項目がありますけど、実際どのような勤務に当たるのか

お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今現在あります特勤手当といたしましては、行旅死亡人の部分とかその辺が主だったものとな

っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

説明が不足しておりますので説明させていただきます。 

身元の分からない方の死亡された場合の部分の引き取り部分とかの手当です。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 そしたら１回の勤務にあたっての給与費と言いますか、手当の金額というのは、当たった業務

によって違うということでよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 特殊な業務に担当した部分に支払われる部分の手当てと御理解いただきたいと思います。 

 

○１番（岡本英明君) 

 わかりました。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、ありませんか。古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君) 

 職員給与費の会計年度任用職員の給与費の具体化な内訳でいくと、事務６名というのは具体的

にどこに配置されるものなのか。それから地域おこし協力隊の１名分だけが予算計上されている

というふうに思うんですけど、町政執行方針であった新たな地域おこし協力隊分について予算計

上されているのか、されてないのか。この２点についてお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 遅くなって申し訳ありません。事務６名につきましては支所２名、それに含めて一般事務４名

をあわせての６名でございます。また地域おこし協力隊１名につきましては、今現在来ていただ

いている方の部分の１名分でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 地域おこし協力隊の関係でございますが、今総務課長から答弁あったとおり、現在、観光の方

できている１名分についてはこの会計年度の給与のところに入っております。 

 執行方針で高齢者見守りの部分については、今後募集ということで予算的にはここには含まれ

ておりません。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 基本的な考え方ですけども、今言ったように地域おこし協力隊の関係で町政執行方針にある具

体的な施策がなぜ当初予算で予算化されてない、それは募集でいるかいないかの判断であってで

すね。基本的に施策を事業としてやっていくという方向を町政執行方針で出しているわけですよ

ね。それを予算化しないで予算と施策とを一体的に執行するのは原則中の原則で、イレギュラー

でまだ実施設計が進んでいませんので、それが完成した段階において補正でやりますというのは

わかるんですけど、人的配置の部分で施策展開の中で町政執行方針に載せているものを予算化し

ないという考え方は、妥当性があるのかどうかまずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 今回の執行方針の見守りの方の地域おこし協力隊の部分ありますけども、まずは今後募集をか
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けていくというような形の中で実行して、その中でそれが明らかにその応募の方がいて、その方

に決まってということになればそういったタイミングで補正をかけていくということで、タイム

スケジュール的に十分当初にかけなくてもスケジュール感でもっていけるというような形の中で

進めてまいりたいというふうに思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 基本的な考え方が間違ってないかどうか。じゃ、いなければ予算化しない、適正な資格任用す

るかというお話を委員会でいただいているわけなんですけども、社会福祉士とか介護とかそうい

った有資格者を今回は見守りということでやっていく。さらに、将来的には起業化という形にし

ていくのは難しいかもしれないが、社会福祉協議会等々として採用するかもしれませんという答

弁をいただいている訳なんですけども、現実的に町長の執行方針の施策で打ち出したものを、い

なければ予算化しないという話で済むような事業、基本的には予算と事業と執行方針に載せたも

のは基本的に当初からきちんと特殊なもの以外については特別に実施設計が完成していないので

６月補正します、９月補正しますとか特定財源が国からくるものを充当する許可が下りていない

から見通しがつかないから、ある一定の段階で国の予算が成立して配分があってやっていくとい

うのはそれは普通の行政手法としてあるけれども、町長の町政執行方針で載せたものを予算に載

せていないという、これから募集していれば補正しますという手法がそういった手法が本来的な

行政手法として妥当なのかどうか、今後もそういう手法をとっていくという考え方なのか、たま

たま今回は予算編成の段階においては非常に時間的な部分で間に合わなかったので、今回は方針

としては出したけれども適切な時期に予算補正するという形について今後また議会とも中身を協

議するという考え方なのか、その辺きちんとやっていかないと。その曖昧さというものは、先ほ

ど一般質問させてきましたけども、きっと施策の方向性と実効性の担保ということが予算という

ものは必要であって、そういったことが曖昧であっては本来的にはいけないんじゃないですか。

その認識をもう一度答弁をお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 古谷議員申し頂いた通り、その妥当性その予算化をしてというようなことが通常のルールかな

というふうに認識をしております。そういった部分では今回の対応について、まずはそういった

形の中でやらせていただくというようなことでいきますと、ルールの話としては…というところ

もありますけども今回についてはそういった緊急性もあったという認識の中で進めてまいりたい

というふうに思っておりますので、スケジュール感についてはご了承いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君) 

施策の実効性の担保が予算なんですよ。施策の実行の担保が予算であるはずなので、やっぱり

きちっとやっぱり自覚をしていただいて今後とも、当然今後補正すると、その段階でまた議論さ

せていただきたいと思います。それをなくしたら行政施策を成り立たないわけでしょう。施策事

業を担保するのが予算と違いますか。そこだけしっかりと確認をしていただきたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 今後十分にそういった部分を踏まえて執行してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

他、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

次に移ります。２項総務管理費、１目一般管理費、38から 41ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

次移ります。 

 ２目財産管理費から３目地籍管理費まで一括質疑します。41から 44ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 42ページの中段、旧新栄小学校解体工事請負費について御質問したいと思います。新栄小学校

は閉校してから丸９年が経ちました。ようやく 10 年目にして１つの方向性が示されたのかなと

いうことで受け取っております。今後、更地になった場合のその後の跡地利用についてどのよう

な想定をされているのか、それをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 解体が終わって更地にした跡地の利用について今具体的なものは今現在ございません。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 新栄に関わっていた者としてこれまでの間、旧校舎の中に廃品が積み重なっていたり、グラウ
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ンドが草が伸び放題で目を覆う様な状態だったというのを今まで見て来ております。是非このま

ま放置するようなことがないように更地にした後はしっかりとした何かしらの誘致をするなりの

計画だとか、もしそれがないのであれば思い切った処分の方法ですとか明確な方向性を早急に示

していただきたいと思いますので、そこのところをぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今現在はその更地の跡の跡地利用につきましてお話できることはありませんが、ひとまず令和

２年度において解体が進めばその跡地に関しては適正な次の用途が決まるまでの間は草刈などの

適正な管理に努めてまいりたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

加えてお願いですが町内には旧江南小学校、緑町小学校そして光岳小学校も閉校になって跡地

利用がしっかりとした跡地利用が望まれているところでありますので、新栄小学校の二の舞にな

らないように、このことについてもしっかりとした対応をとっていただきたいというお願いをし

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 他の廃校になりました小学校につきましても新栄と同様に解体とするのか、またこの活用をど

うしていくのかという部分を早い段階で協議させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 同じく新栄小学校の解体工事についてお伺いしたいと思いますが、現在、上斜里地域総合施設

の中にあります旧レストハウスの備品等、様々な物が入っていると思われますが、今回この校舎

を解体するにあたってそれらの備品をどういうふうにしようと考えているのか、まずお伺いした

いと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君) 

 おっしゃるとおり研修センターの方には旧レストハウスで使っていた宴会用のテーブルなどが

残されております。この辺に関しましては町内の飲食店等での活用が図られるのであれば活用で

きるように手立てをとりたいというふうに今考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 飲食店にも是非声をかけていただいて使えるものは使っていくという考えのもとでやっていた

だきたいというふうに思いますが、もしそういった声が全くなかった場合、町としてどういう処

分または保管、そこら辺はどういうふうに先のことを考えているかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

ある程度のスペースが必要となりますので、今現在保管してるものが利用価値がないとなれば、

例えば違う校舎の方に一時的にまた移転するというようなことも考えられますが、活用が図られ

ないのであれば、例えば商工会などを通して必要とされる飲食店などの方で活用できるような方

法が取れれば一番いいかなというふうに考えます。 

 

○５番（池下昇君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

続いて 41 ページに戻りますけども、消防用設備等機能点検業務委託料というのが３万７千円

と出ているんですけど、この項目というのは各施設に全てあるんですが、これはどういった委託

をしているのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

消防点検設備の中身といたしましては設置されている消火器が使う時にちゃんと使える状態に

なっているかだとか、あと非常ボタンとかありますのでそれが正常に作動するかどうか、そのよ

うなものがこの点検の中身となっております。 

 

○５番（池下昇君) 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君) 

これはどこに委託しているんですか。例えば各施設、相当清里の町の中にもありますけど、そ

れぞれ予算が違うわけですよ。こういった委託ということに関してこれは消防でできない部分な

のかどうなのか。そこら辺はどういうことなんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 委託先は防災センターに委託しております。中身的には機械的な部分ですのでやはり専門業者

の方に点検していただくという形になっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 先ほど新栄小学校の解体に関連して、先ほど総務課長の方から他の学校については今後検討し

ていきたいという話があったわけでありますけど、すでに昨年の委員会もしくは一般質問の中に

おいて、町長としては新栄小学校に続いて江南小学校には解体の方向で検討を進めていきたいと

いうお話しがあったように記憶しております。したがって、その方向性については変わってない

のかどうなのか。全部が全部再検討ではなくて一定の方向性が出たものについてはきちっと前を

向いてやっていくのが本来的なやり方であって再度これは全部検討するというレベルに戻ってい

るのか確認をさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 江南の小学校につきましては現在、解体という形で進めております。またその解体の実施に当

たりましては江南小学校につきましても新栄小学校と同様に周りに住宅等ございますので、その

部分の全てを解体するかどうか、その辺の部分を令和２年度にきちんと決めてから、その解体設

計の方の予算要求をさせていただきたいというふうに今考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 一般質問と関連する部分なんですけど、大型のそういった事業については基本的な方向が決ま

った段階においてしっかり設計なら設計を前倒し発注しておいて、町内の経済動向等の中におい

て緊急的にいつでも発動できるようなスタンバイをしていくというのが、今のうちの町の全体的

な経済状況には必要じゃないかというふうに私は認識しているんですよ。 



 

88 

先ほどの町長の答弁である一定の大きな大規模投資事業設計事業にプロットしてきますよとい

うお話をいただいた訳なんですけども、手持ちの事業がないと緊急的な経済対策とか雇用対策に

発動できないんですよね。そういったことも含めてある程度手持ちできちんと先行的に設計をし

たりとか基本計画をつくったりとか基本設計を行っていくといったそういった全体的なプロット

がきちんと必要じゃないかというふうに認識するんですが、その辺についての必要性についての

町当局としてはどのようにお考えになっているのか。再度御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 発注工事につきましては平準化されることが望ましく、ある一定の年にだけ集中するというこ

とは好ましくないというふうに考えております。それと併せて江南小学校に関しましては、なる

べく無駄がないような設計委託に関しましてもきちっと決めた中で無駄がないことで進めてまい

りたいという考えもありまして、方向性が細部まで決まった段階での解体設計の発注また工事請

負費の要求ということで考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君 

 

○２番（古谷一夫君) 

 今言ったように全ての事業が実施設計すぐに施工ではなく町内の全体的な経済動向睨みながら

先行的な測量ですとか調査ですとか設計というものをやっておいた中において、全体的な経済動

向を見ながらしっかりプロットしていくという、そういった準備体制をやっぱり少し頭に入れな

がら今後進めていく必要性がある。そういった認識に立つわけなんですが、そういった考え方を

現在持っておられるか持っておられるのか、おられないのか。ある一定の方向が全部決まって、

全部処分も決まった段階でそういったものは設計発注して、次の実施にうつしていくのかと。そ

の辺の手法論をしっかりとストックをある程度の事業ストックを抱えておくということもうちの

町の経済環境とか雇用環境を見た時に必要な状況に既になっているのではないか。そういった認

識は町当局としてはお持ちになっているのかいないのか、あわせてご答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 今総務課長申し上げました通り、江南小学校につきましてはそういった住宅をどうするかとか

細かい部分の検討が必要でありますし議会とも十分に協議しなければならないような関係もある

かなと思います。今、古谷議員おっしゃられたのは全体のそういった公共事業のあり方というか、

緊急性の時の使えるもの、使えない物というものかなというふうに思っておりますので、それら

についてはなかなか我々も今すぐそういった実施設計がやってすぐ工事が出来るものは備えてお

りませんし、そういった部分についても今後早い段階では勉強してまいりたいと思いますのでご
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理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

財産管理費の中において太陽光発電施設の保守点検業務委託料が計上されております。本町に

おける保守点検のソーラーの施設数を改めて提示していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君)  

 まず保健センター、町民会館、役場庁舎、町民プール、札弦と緑の支所で計６ヵ所となってお

ります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 30 年度予算から比べて倍増になっているんですよね。ケアハウスもこの保守点検料に今回か

らの予算計上ということの理解でよろしいのか。それと出来てまだ１年なもんですから保守点検

料の中身、ある程度それは設置業者なりで何年間の保守メンテ無償だとかそういう提示があった

のが無いのかあわせて答弁願います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君)  

点検料の増加分に関しましては実勢価格の変化に伴って平たく言えば値上がりしたという部分

で予算額が上がっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 実勢価格ということ、倍に上がったという理解でよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君)  

そのとおりとなっております。 

 

○８番（前中康男君) 

そんなに保守点検料みているところってないんじゃないのかな。これは個人的私見ですけれど

も。ある程度のメーカー保証だとか、ある程度は例えば１年２年というのはあり得るかなと思う
んですけども、それと鑑みてまた質問関連なんですけど、プールの関係もこの今回予算計上で発

電出力制御装置設置工事請負費73万、この部分がどのような類なのか。保守点検をした中でこ

ういう部分が出てきたので、ここは設置基準でやらなきゃならないというものがあったのかどう

なのか。ここら辺がちょっと見えないものですから、その保守点検料と絡めてどういう保守点検

をしているのか。そこら辺が余りにも実勢で倍になりましたというだけでちょっとわからない部

分が。ケアハウスはカウントしていないという理解でよろしいんですか。 

 
 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 ケアハウスは含まれておりません。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 プールの制御機能の関係かなというふうに思っておりますけども、この制御機能についてはち

ょうどプールを建てた時にちょうど北電と売電の関係がこれ以上買い取らないというような状況

が生まれてきたというか、かなり売電量が増えて北電もだいぶ容量的に増えてきたというような

ことがありました。ただ容量が増えてきているものですから実際に北電が買う量の超えた場合に

それ以上受け取りませんよという制御機能を付けてくれと北電からの要請でその制御機能をつけ

れば電力を買いますよとそういうルールがあるんですね。 

そういったルールの下に契約をして制御機能を付けると。そしていつまでに制御機能を付けて

ください、というルールの下に北電とのやり取りをしているものですから、その工事費について

はこちら側ということで北電との話し合いをしたということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 全く素人でわからないんですけども、ソーラーを設置した段階ではある程度の売電契約の全量

買い取りという制度は今の答弁だということからすると前提としてあり得ない、買えないという

前提で理解してよろしいんですか。 
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○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 要は建設時の条件ということでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

フィットの制度上、全量買取で動いていたと思っている、個人的ですけどもね。そこら辺が行

政は機能しないという理解でよろしいんですか。全量買取をリミッターをかけるということです

よね、今の話だと。行政はそういうことでリミッターがかかるという理解でよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 基本的にはおっしゃる通り、全量買取という制度ですけども、今申し上げましたとおり、ある

程度の容量の中ではこれ以上買い取れないという部分のルールの中で制約を設けるということで

す。基本的には全量買取はするけども、そういった情勢がある場合について、そういった制限が

かける場合があると、その制限の装置をつけてくれるということでの建設時の契約ということで

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 私も、町民プールについてお伺いしようと思ったんですけども、この制御機能に関して、北電

から要請があったということで 73 万ということなんですけども、これ町民プールに関して年間

の売電価格というのはおよそ 60 万ぐらいなんですよ年間で。建設する時に１千 500 万円かか

っているんですよ。その 60 万が今この制御機能を付けれということで付けるんですけども、将

来的にこの 60万が年間どのぐらいになるというふうな感覚で、行政としてはいるんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 制御装置をつけたあと、どれほど買い取りをセーブするのかというのは私どもの方ではわから

ない部分で、現実的に今はなっていない、幸いにもなっていない状況ですけどそれは北電の方の

決めた数字になると考えております。 
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○議長（田中誠君) 

 池下昇君 

 

○５番（池下昇君) 

 北電の方からそうやって要請があったということなんですけど、例えばこの年間 60 万の売電

価格が５分の４になりますよとか、４分の３になりますよとかという説明が全くないまま、こう

いうふうに進んでいるということで理解してよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 制御につきましては今調べさせておりますけども、基本的に今まで実績もありませんし、これ

からも基本的には実績というかそういったものがないものというふうな形で進めさせていただき

たいなというふうに思っておりますけども、そういった機能をつけるという部分については北電

との約束事項でありますので機能をつけさせていただいたということです。 

このプールの売電の年間 60 万という部分については町としましては今後も未来永劫、続いて

いくものという形で進めさせていただきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

この施設に関してだけでなくて、全て６ヵ所あるという話なんですがほとんどが売電で、プー

ルに関してもプールには使われていない。売電、子育て支援の方にお金を回すということで建設

したんですよ。ただ、私このプールの時に実は反対したんですけども、結局高額な建築費だけか

かって売電価格は、あとは下がる一方だというふうなことを私当時述べたんですけど、実際こう

いうふうになって改めてやはり無駄な投資だったかなというふうに私も思うんですけども、今後

町としてもこういった太陽光については建築予定はないのかなというふうに思いますが、こうい

った無駄なお金の使い方、この辺を十分に考えていかなければ町の財政、揺るぎないものにして

いくためにはやはりこういったことを十分に考えていっていただきたいというふうに思います。 

それと、43ページのパパスランド指定管理業務委託料についてお伺いしたいと思いますが、毎

年およそ１千万近くの金額が指定管理料として支払われております。当初１千 200 万ぐらいだ

ったものが今は 900 何万ぐらいになっておりますが、これについて指定管理を行っているとこ

ろでパパスランドだけが、外にトイレを持っています。実はこのトイレについて町民から非常に

汚いという声が前から聞いておりました。指定管理全てとは言いませんがパパスランドについて

はですね。やはり我が町の道の駅として、そして交流人口を増やしていくという町長の考えのも

とからすると、そういった外にある施設についてもやはり町が指定管理を行うところにお金だけ

払えばいいというもんではなくて、そこら辺は行政としてたまに見に行くとかそういった行政指

導をやっぱりしていかなければならないんじゃないかというふうに思いますが、その辺はいかが
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ですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 パパスについては道の駅という形で表にトイレがある中で今おっしゃられた通り、汚れている

という認識は正直ございませんでした。利用することもありましたけど、その時たまたまだった

のか、汚れている部分でなかったのか、そういう認識がなかったんですが、そういうお話がある

のであればその時だけだったのか。また常時となれば、当然問題ですのでその辺の点検をまたや

っていきたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 道の駅のパパスランドだけでなくて、今後神の子池のトイレ整備、道路整備、色々としていく

中でやはり交流人口が１番集まるところですので、その辺を行政としても逐一見に行くとかそう

いったことを行っていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 42ページの施設の石綿の調査の業務委託料。そして２つ下がって、ＰＣＢ廃棄物処理業務委託

料、この２点についてどこの調査をされ、それを委託されるのかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長． 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 施設石綿調査業務委託料 66 万円につきましては、令和３年に解体する物件が出た場合という

ことを想定していましてその分の３カ所分ということで 66 万円を計上しております。もう一つ

のＰＣＢの廃棄物というのはＰＣＢを含んだトランス等を保有しておりますのでその分も持って

いるものを処分する部分の費用でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 ３ヵ所分を令和３年に予定している。３カ所がどこどこなのか聞きたいところですけど。それ
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と、昨年度、新栄の小学校の部分で追加で業務委託料の関係で石綿の調査が入ってというのがあ

りましたよね。ただ、石綿が騒がれてもう相当になる中で町の中でやっぱり解体を含めてやっぱ

り健康被害のことも含めてきちっとやっぱりその石綿がどういうとこに使われているということ

を、調査今までもこの石綿関係の調査がされてない訳なんですけど、そこら辺って一体どういう

ことだったのかなと伺いたい部分もありますし、追加で調査になったときに 270 万だったと思

いますけど、数字忘れましたけどそのような形で解体の部分での業務委託料が、さらに追加にな

ってくるということも含めてこの際きちっとやっぱりその石綿が使われている部分は調査された

らいかがかなと思うわけですけどその点につきまして答弁お願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 予算計上いたしました３ヵ所については毎年何件か解体というのは必ず出てきますので、その

分を見越しての具体式にこれとこれといった３件ではなくて、それを想定した上での３件という

ふうにご理解いただきたいと思います。また、石綿の調査につきましてはわかりやすい部分でい

きますと、吹きつけしたものはわかりやすいんですが、それ以外では部材に含まれているという

のが多々あります。この部分の調査になりますとどこの部材で使われているのかというのは実際

調査してみないとわからない部分がありますので、この分はどうしても後から調査が発生すると

いうふうに御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 ということは３ヵ所予定がきちんとしていない予算計上なのかなというのを含めて、そういう

ことになると昨年みたいな形で解体に入った時には 270 万も業務委託料がかかるということを

想定していた方が良いという見解なんですかね。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 大規模な物件があるのであれば、それはまた別途を計上しなければならないと思います。この

３件というのは一般的な規模のものというふうに想定して計上しております。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 先ほど、パパスの件でトイレがありまして、私も一般質問でキャンピングカーの駐車場におけ
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る混在の状況と絡めてトイレの問題あったんですけど、僕もよく見ているんですけども今外にあ

るトイレ毎朝５時前に掃除が終わっているんですよね。これは毎日やっています。そういう実態

があるんですけども、いかんせんやはりそういう時期によっては利用頻度だとかそういう部分で

汚くなるのも散見する、これも事実かなと思います。ただこれをやはり満遍なく回数を増やして

行くのが本当に行政サービスの中で適当かというのはまた違った次元になるのかなと思いまして、

そういう実態の中でやはり管理する中で、つぶさに行政としては見るというのは避けて通れない

かなと思いますから、そこら辺も含めて指定管理である緑の湯もあわせ、あるいは色んな所に、

公共財のトイレありますけども、そこもやはりきちっと管理していただきたい。中にはパークゴ

ルフ場あるいはオートキャンプ場になると本当にすばらしいトイレあるいは炊事場だという高い

評価もそういう声も現実ずっとありますから、そこら辺も評価を踏まえた中でその管理、やはり

常に行政の人たちもつぶさにこう目を凝らしながら管理していただきたいと思います。そこは切

に願っておきたいと思います。本当に朝早くから現実は５時前にはもう終わっているんですよ。

だからそういう部分で私の知っている範囲での情報提供としてお話させていただきました。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 管理に関しては難しい部分もありますが、実際トイレがあってそれを管理しなければならない

義務がありますので、できる限りそういうような苦情はいただかないような形で管理していきた

いと考えております。 
 
 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。なければここで午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩  午前 11時 41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。 

 ４目広報費から５目自治振興費まで一括質疑します。44から 45ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なしということなので、次移ります。 

 ６目交通安全対策費、45から 46ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次に移ります。７目防災対策費、46から 47ページ。池下昇君。 
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○５番（池下昇君)  

 47 ページ。防災対策費の器具購入費 126 万 8 千円ってあるんですが、これはどこの施設の

何を入れるものなのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 器具購入費につきましては、防災備品として役場に装備するものでありまして、主だったもの

でいきますと防災用ビブスと言いまして、要は光るベストなんですけどそれが今主流となってま

してそれに担当の役割などを背中に入れて誘導に当たると。それと、避難所用のライトがこの中

の中身でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 防災に関する備品の整備ということなんですけども、この災害に対する備品というのは緑支所、

札弦支所ありとあらゆるところではないですけど２、３カ所には備品は備えてありますけど、毎

年そこら辺の確認はしっかりとできているのかその辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 現状での装備品については押さえてあります。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 一時避難とかそういうことを考えた時に、今回、町も防災に関することで発電機を導入するわ

けですが町民がやっぱり一番何かあった時に頼りに行くところは避難所なんですが、各緑・札弦

に私も行って調査してきましたけど、そこそこはあるんですが発電機等は全然装備されていない

かなというふうに思ったんですが、そこら辺はどういうふうに考えているのか、お伺いしたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君)  

 各施設に配備する発電機につきましては、令和元年度におきまして各施設に配備しております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ７目の防災対策費の事業の確認と中身の確認なんですが、防災Wi－Fi の管理事業費でＬＡＮシ

ステムの保守業務委託料、きっと令和元年度補正で 1 千 500 万円くらいで整備して、防災無線

の Wi－Fi だけでなくしてフリースポットで町民が使えるような形にするという答弁を頂いた中

で整備されたと考えていますけれども、今回のこの１年間で保守点検業務が 160 万８千円と具

体的な内容、箇所数を明示いただきたい。 

あわせて公衆ＬＡＮという形の中で Wi－Fi のフリースポット的に使えるという話で補正段階

ではお話いただいて、日常的に町民が使える、確かに使えていると思うんですけど、聞くとパス

ワードを入れるだけじゃいけなくて、それぞれ端末の関係のメールアドレスだとか全部入れなけ

れば使えないというのは本来的なシステムとしてきちっとして、本来あるべき町民も日常的にも

使える Wi－Fiの環境になっているのか、非常にややこしいというそういった声を一部聞いてるん

ですが、そういったことは事実なのか、あわせて確認をさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 令和元年度に整備しましたWi－Fi については箇所的には５ヵ所あります。これは具体的にいい

ます、役場庁舎、町民会館、保健センター、札弦支所、緑支所になっています。この接続に関しま

してはどなたでも使えることになっていますが、まだ使える段階で初期設定が必要になるという

ことになっております。自動的に繋がるのではなくてパスワードが必要というふうになっており

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 今言った６ヵ所に関して毎年生じる保守点検、そういった理解でよろしいですか。まず毎年生

じることなのかどうなのか。２点目は今言ったパスワードだけで通じるシステムになっています

か、初期設定。きっとそういう形ではないというふうに、メールアドレスとか入れなければ設定

したパスワードを入れるだけでは Wi－Fi 環境がフリースポットとして使える環境ではないと町

民から聞くわけですが、実際どういったシステムで動かしているのか再度御答弁願いたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君) 
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 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 まず１つ目の保守点検に関しましては毎年必要となります。それと、使い方に関しましては先

ほどお答えしましたようにまず、パスワードを入れてメールの返信を受けてから使用可能となる

という形のシステムになっているという部分でご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 結果としてシステムとしてそういったことにしたことについてどうのこうのは言いませんが、

普通、公共施設における部分についてはフリースポットとして使って行こうとすれば、パスワー

ドを入れればいちいちメールのやり取りをすることが今回のシステム上必要だったのか、やはり

システム構築をしていく時とか、防災だからある程度のセキュリティをかけようとかあったんで

しょうけども、やはりその辺システム設計の段階含めてもう少し色々と一般的な使い勝手と防災

無線を汎用的にやろうという両方の考え方があるかと思いますが、その辺の整理を進めながらき

ちんとシステムの構築をした上でやっぱり事業としてきちんと説明した上で、町民が使いやすい

環境でやっていくというそういった流れじゃないと本来の利便性等に欠ける部分じゃないかと思

いますので、その辺今のシステムでずっとやってくのか、特に観光施設とか公共施設については、

当然そういった Wi－Fi 環境というのは絶対的条件になっていくのでその辺非常に簡単に使える、

いつでもどこでも子ども達含めてある一定の年齢層まで使える環境をつくっていくとのが基本に

あるわけであって、その辺の考え方をもう１回ですね。このままでずっとうちの町は行くんだと

いう形なのか、もう１回そういったシステムについては、改修しろとは言いませんけども何らか

の手段で調整できるものは出来るのか含めて御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 少し説明が不足しておりましたが、先ほど説明しましたパスワードの部分は平常時の部分であ

りまして、災害時にはWi－Fi 接続するだけで使えるように変わるというふうになっているそうで

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 適切なそういった対応をきちんと全てにおいて事業を始める段階においてきちんと説明されて

執行していただきたい、このように思います。 
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○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 同じく７目防災対策の新しい新規事業で国土強靭化計画策定事業費 500 万円の具体的な内容

についてお尋ねしたいと思います。この事業については国土強靭化の地域計画を策定するための

業務委託料というふうになっているとは思うんですけれども、すでに平成 26 年度からこの制度

を国がスタートさせていってガイドラインをきちんと示しながら現在のガイドラインというのは

６回目の修正をかけた６版が今きているはずなんですけれども、基本的な考え方としては市町村

における総合計画だとか総合戦略の計画だとか防災計画と一体的に整備していくことがもし作る

のであればそういった方向性がガイドラインに示されたと思うんですけれども、その辺が今回の

第６次総合計画だとか他の計画とのリンクというのをどのように捉えた中で今回進められるのか。

それと具体的な委託事業の内容、それから計画そのものを概略、何を対象として事業計画つくっ

ていくのか。漠然とした国土強靭化計画、川なのか道路なのか、山なのか、何なのか具体的なそ

ういった総合戦略や防災計画との整合性とリンクという前提に立ったガイドラインに従った時に

どういった計画になるのか。その概略についてご説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君)  

 国土強靭化計画につきましては国から求められて令和２年度に作成するわけですが、この計画

につきましては今現在あります清里町地域防災計画、これは震災後にどう行動するかというもの

がメインとなった計画です。今回作成します国土強靭化計画は震災が起きる前にどうするかとい

う大きく言えばそういう部分で当然総合計画ともリンクしなければならないものというふうに認

識しています。具体的な中身は事前防災と復旧に関する施策をまとめたものが強靭化計画という

ふうにご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 今いった事前的なものについては防災等をやっていって、予防的な措置だとかそういったもの。

具体的な個別的な国土強靭化に伴うハード事業というものを今回の事業計画の中にがプロットさ

れないという理解でいいのか。今の説明でくると、これを前提としながらハード系の道路だとか、

または農地だとかいろんな部分の危険箇所等含めたハードの関係、防災のそういった避難施設等

含めた部分、そういったものに向けての社会資本の整備の交付金等々の前提条件となるという話

で説明を受けてるわけなんですけども、個別的なそういった事業項目、そういったものは今回の

計画には出てこない。あくまでも、今、総務課長がお話になったような防災計画とリンクする中

において事後的、事前的なものを調整した総論としてつくるというそういった形での概要になっ

てくるのか。その辺の具体的な中でもうちょっと詳しくご提示いただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 この国土強靭化計画につきましては、各防災計画の上位計画という位置づけになりますので、

ですから強靭化計画があってその下に様々な例えば長寿命化計画だとか、その部分がより詳細な

ものとなって出来てきますので、これはその部分を総称した大くくりなものだというふうにご理

解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 当町の場合すでに公共施設と住宅等の長寿命化とか個別的に先に走ってますよね。全部先に走

って上位計画を後につけるって、国から指導になって今言ったように平成 26 年から走り始めて

いますから１回目の改訂やって、今回６回目の改訂で今後社会保障整備のためにはそういったこ

とを計画前提だよという形で、結構後づけにならざるを得ないということで理解しておいて。そ

してそのために 500 万の経費が必要だというふうにどの部門で。かなり計画がたくさんあるん

ですよ。ほぼ、後付け計画という性格も出てきている。これはやむを得ない。国の制度ですから

あるんですけども、その辺でどの程度の経費をかけて集約していくかというのは、また別レベル

じゃないか。セロレベルで上位計画でその下に色んな計画をぶら下げるというのであればかなり

経費をかけてやっていく必然性があろうかと思いますけれども、ある一定のガイドラインが国か

ら示されているわけですから既存計画を集約するという事務的作業はあるのかもしれませんがそ

れも含めた合理的な事務の執行の方法論もあって然るべきじゃないかというふうに考えるわけで

す。予算執行の段階で十分その辺検討されている方が宜しいのかなと。500 万円という事業発注

の仕様書相場が正鵠を射ているのかについてもぜひ精査を入れていていただいた中で執行された

いと考えますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 おっしゃる通り、確かに上位計画となればまず上位計画が出来てその下に細部ができるという

のがおっしゃる通り順番だと思います。ただこの現実的な部分からいきますと国から求められて

今後この計画を立てることがさまざまな事業の要件にされるという部分があります。今現在、他

にも長寿命化計画がいくつかありますけどそれに関してもこれが補助等の要件になっている部分

がありますのでおっしゃる通り作成年度が前後していますのでこれはやむを得ないと判断で何と

か今まで出来ているものとの整合性を図りながら後づけですけど、意味のあるものにしていきた

いなと考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 理解しましたので、ただ、予算執行上 500万円の積算見積もり、予算を出されているんですか

ら適正な予算だというふうに理解されて出されたと思います。ただ実際の分の仕様書等の発注す

る段階において十分中身を精査いただいて費用の圧縮をかけられるものはその段階においてしっ

かりやっていただきたい、このように考えます。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 古谷議員御指摘のとおりつくらなければならないというような部分でご理解いただいているの

かなというふうに思いますけども、精査については事業費等々の精査については十分に留意して

まいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 47 ページの同じく防災対策なんですけどブラックアウトを経験した中、清里地域防災計画の

中に今後、このブラックアウトの対策等々盛り込まれていくのかをお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 ブラックアウトというのは停電時の対応という項目はたしかあったというように思っておりま

すし、地域防災計画も毎年見直しをかけていきますので、その中で不足している分は随時追加し

ていくような計画にしております。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 あの時も大変みなさん苦労したと思いますので、今後もその辺重要だと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。それでは次に進みます。 
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 ８目町有林管理費、47から 48ページ。村島健二君。 

 

○７番（村島健二君) 

 48 ページの町有林管理費の中の植樹祭事業費というのは、わずかな金額ではありますけれど

も昨年は緑ヶ丘公園だったかなと思うんですけども、間違いないでしょうかね。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただいま御質問のありました昨年植樹祭後が行われた場所でございますが、札弦の丸山墓地の

横にありました光岳小学校の学校林の跡地、こちらの場所で昨年実施しております。また、令和

２年度につきましてもその残りの箇所において実施する予定でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君) 

 それで質問したいんですけれども、今年はどこでやるかは場所は決まってないですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 昨年実施した場所につきましては札弦のそちらの場所で行いました。それの残りの場所がござ

いますので、そこの残りの場所で令和２年について植樹を行いたいというふうに計画しておりま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君) 

 それで質問したいことは、緑ケ丘が去年でなくておととしにやったということを池下委員から

聞きましたんで是非ともですね。私、質問した経緯があるんですけど、池が緑ヶ丘公園にあるわ

けですよね。昔あったんですよね、そこ今埋立ててしまって原っぱなんですよね。それでそこに

やる考えはあるのかないのか、あのままいつまでも埋立てて、ああいう原っぱにしておくのかお

伺いしたいです。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 
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○産業建設課長（河合雄司君) 

 植樹という考えにおいては今、緑ヶ丘公園の整備として植樹を行うという考えは現在のところ

持っておりません。施設管理の上でどのように考えるのかというのはまた別問題ですけども、今

そこで植樹祭を行うという考えは現在のところ持っていない状況です。 

 

○議長（田中誠君) 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君) 

 考えがないということから今年はどこでやるかもはっきりしてないでしょうけども。私も１回

も休まず出ているつもりですけれども、出て行っても植える木が少ないのか参加してる人数が多

いのかどうかそれはわかりませんけども何せ行ってただ出て行って１本やそこらの木を植えにわ

ざわざその植樹祭という名前のついたもんで私はね。本当にここはやっぱり金額云々じゃなくて

木の本数にもよるでしょうし、人間の参加者にもよるでしょうけれどもやはりもう少し増やして

やっていただきたいなと。私も行っても１本か２本植えたらそれで帰ってくるというそういう状

況でここ何年か続いてるんですよ実際に。ですからもう少し植樹祭という名前がついた以上もう

少し場所はたくさんあると思いますのでやっていただきたいと要望します。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 もう少し広い範囲で植樹をされたら良いのではとそういう御意見ということで、今後につきま

してはそういう場所があるかどうかを確認しながら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) 

 よろしいですか。それでは次、進みます。 

 ９目総合庁舎管理費、48から 49ページ。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 総合庁舎維持管理事業費の中の 49 ページになるんですが、総合庁舎発電機設置工事請負費、

５千 882万円と。これ去年の平成 31年の時の総合庁舎発電機の設置設計業務委託料 300万ま

であわせると６千万越えとかなり大きな金額かなと思っております。その中で昨年度予算審議の

中で非常時にもこの庁舎全体をカバーできる発電機を検討しているという答弁をいただきました。

その中でこれだけの金額なんで、この総合庁舎自体が業務が多岐に渡る部分なのでいたしかたな

いかなと思ってはいるんですが、ちなみにこの総合庁舎全体をカバーの中には町民会館は含まれ

ていないという理解でよろしいのかどうかまずお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君) 

 町民会館も含まれております。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 有難うございます。町民会館も含まれるということだったんですが、多分ここで答弁できない

のかもしれないですけど、町民会館の部分をもし外して総合庁舎の部分だけで考えたらこれだけ

の金額が必要なのかそれともここまでの金額が必要じゃなかったのか。もしお答えできるならお

答えしていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 設計段階から分けてという考えはなくて、町民会館含めての考えでしたので今具体的に町民会

館を除いた場合には金額がどれくらいになるかというのはお答えできないんですけど、電気その

ものは充電を役場でしたやつが町民会館の方に行っているものですから、あくまでも分けて考え

るのは不可能ではありませんけど一緒に考えることが妥当かなというふうには判断しております。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 わかりました。次の町民会館の方でやりたいと思っているんですが、もう１つ確認だったんで

すが、役場総合庁舎前のソーラーパネルその部分はあくまで売電専用なのか、それとも非常時の

時には通電というか流して使えていたのか、その辺もう１回確認させてください。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 外にあります発電に関しましては全量売電の形で運営しております。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 全量売電ということで、これまたかなり前の話に戻ってしまう可能性もあるんですが、町民の
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多くは勘違いという部分もあるかもしれませんが、基本的に役場総合庁舎で何かあった時のため

のソーラーパネルなんだなと思っている方も今現段階でも結構いるんですよね。その中でそれは

実際違うんだよって話はわかるんですが、せっかく今回その総合庁舎の方で非常時に使える発電

機で６千万ほどかけて設置するのであれば、これを機会によく町民から言われていることなんで

すが、役場庁舎前の売電専用のソーラーパネルをあそこに建てる必要性があったのか。という部

分がまたぶり繰り返してしまうんですけども、よく町長からもおっしゃられる通り、うちの町は

人と自然が躍動するまちという中で、あれだけの無機質のものがあそこにある必要性があるのだ

ろうかと。今回せっかくこれを建てるのであれば町民理解ではないですけども非常時とかにはも

う関係ないんですということで、どこかあれを移設するとかそういうこととかはあまり考えてい

かないんですかね。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今ご質問ありました現状の発電施設の移設というのは考えていないところでございます。それ

と、発電設備に関しましては非常時に売電ですから建物の中には供給できませんけど、コンセン

トで例えばスマホなどへの充電は可能となっております。ただそれは昼間だけの話で夜は使えま

せんのでもうその辺はどうしてもこういう機械的な発電機に頼らざるを得ないのかなと考えてお

ります。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 同じく総合庁舎の発電機に関してお伺いしたいと思いますが、一昨年のブラックアウトの経験

からですね。役場庁舎の機能を失わないために整備するのかなというふうに思います。それで審

議資料の 42 ページに設置場所が載ってはいるんですが、この場所でまず支障がないのかどうな

のか南側に結構樹木がありましてあれなんですが、その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 ここに設置することによって支障になる部分は今のところ無いと考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今、ソーラーパネルで前回も 9．6 のブラックアウトの時にスマホ等の充電とかに使いました
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けども５千 880万かけて、相当な規模のものかなというふうに思いますが、こういった例えば町

民の方が役所に来て是非充電していただきたいというふうになった時に、前回使ったソーラーパ

ネルだけではなくてこの発電機を利用するということも考えているのかどうなのか、そこら辺は

どうですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 この発電機の容量に関しまして今現在は役場の機能維持という形で考えて設計して大きさを決

めておりますが、非常時になりましたら色んなものが想定されると思います。おっしゃる通り発

電機の発電をスマホ等の充電に使うことはないかという部分ではあり得ることかと思います。た

だ、その場合においては複数の方がおられますので一定のルール的なものを作った上での電気の

供給というかそんなふうにしなければならないのかなと今考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 わかりました。災害時になりますと役場の庁舎の機能はこれであらかた大丈夫かなというふう

に思いますけども、何かあった時に、やはり例えば街中で言いますとコミットとかそういったと

ころに関しては一般町民の方が例えば避難したらそういった電気の関係が充実していないと前回

は９月６日というそこまで寒くも暑くもない時期でしたけども、これが冬になると大変なことに

なるかなというふうに思いますが、そういったところ大まかに言いますとうちの町の避難所とい

うのは全部で 17 カ所確かありますけども、全部が全部とまではいかないまでも今後こういった

大型の発電機ではなくて、小さな発電機等も整備していく考えはあるのかどうかその辺はいかが

でしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 小型の発電機に関しましては令和元年度に必要とされる箇所には配備させていただきました。

それと避難所として指定しているところ全てに大型の発電機の考えなんですが、やはり指定して

いるのはかなりあります。ただ現実的に震災が起きた時に避難して長期間の避難を考えた場合に

そこを全てを避難所とするのはちょっと無理がある。これは運営するスタッフ側の人員にもより

ますし、それだけの装備を各施設に同じくできるかと言いますとやっぱりそれは現実的には難し

いものがありますので、やっぱり長期の部分に関しましてはある程度絞った施設で、そこに関し

ては発電の設備が十分整った形というのが現実的なこれからの整備になっていくのかなというふ

うに考えています。 
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○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 私も全部が全部発電設備を整えてというわけではなく、やはり数カ所になるのかなというふう

に思います。やはり先ほども申し上げた通り、冬にこういった災害が起こると発電機というより

も寒いということを前提にすると、ストーブをたかなくちゃならない。ストーブをたくためには

電気がないとつけられないんですよ、今。そういったことを踏まえた上でしっかりと整備をして

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) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今現在ストーブで 32 台備蓄しておりますけど、これで十分なのかということを確定できるわ

けでもありませんので、今後とも何が必要なのか検証しながら装備を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 今回この発電、総合庁舎で設置するということなんですけども、燃料を灯油ということで今回

提示しているわけです。恐らく、庁舎内の他の灯油タンクの共用という部分でコストという部分

も考えているのかなと思うんですけども、従来であれば軽油ということの発電機が主流なところ

がございまして灯油にしたメリットデメリットがあると思うんですけどもやはり緊急時の時に、

保守点検、常に緊急でブラックアウトなりの受電ができない場合に自動的に切り替わるような体

制の設備だとは思うんですけども、その訓練的な部分 365 日でどこかで例えば本町における防

災の日なりで全庁舎網羅した発電の日っていうことで、この緊急発電機の共用をするということ

もどうなのか。これはやはり僕も発電機持ってますけども、現実に本町においてある施設で発電

機を回している、結局作動していないという現実。これは保守点検がなっていなかったが故の部

分がもう歴然としてあるべきわけですから、このエンジンが灯油というところが１つのみそで、

灯油自体がかなりカーボンが多いと思うんですよ。ということは、それなりの燃焼効率が悪くな

るんでやはり、その辺のメンテ、行政の中ですけども１日２日はもう完全にこの緊急発電機を共

用するという防災の日の中で検討するなり思い切った施策。 

 それともう１点、ブラックアウトの時に特に問題になったのは燃料です。緊急時の発電機の燃

料がないという事態がありました。ここを行政としてどう捉えるか。ある程度の緊急的なスタン

ドとの連携協定はあってはあるとは思うんですけども色んな部分で、例えば個人の家であればガ

ソリンがなくなったと、ガソリンの発電機はありますけど。ある部分では軽油の部分も全くなく

なったと行政もそこはやはり備蓄のその発電機用の燃料の確保、ここもやはり忘れずに今後の中

で検討する。そこら辺はこの中では一切出ていませんけど、そこら辺２点、灯油発電機そして行
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政としての燃料の備蓄という部分そこをあわせてちょっと説明して欲しいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 この使用燃料の灯油に決めた最大の理由は、役場にある地下タンクを共有できるという部分で、

それが最大の理由となっています。 

 それ以外の部分で例えばストーブとかに使う灯油につきましては、ポリタンクで十分と言えな

い量はただ燃料はポリタンクで保管するものですから、当然大量には保管できませんので、非常

時の最低限の部分で次の燃料を買うまでの間の繋ぎと言う様な量になると思いますけど、当然お

っしゃる通り非常時には備蓄だけでは足りませんので石油会社とも協定している部分もあります

のでそこからの供給を受けて、そのブラックアウト期間を何とかしのいでいくというような形で

いきたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 町としてすべてその緊急的な発電機の共用する日だとかってそういう検討はどうでしょうね。

メンテの部分、保守点検する部分で緊急時にやはりある程度、頻度は高くなくても良いですから

やはり共用する日を決めておけば、それなりの対応ができると思うんですね。そこら辺どうでし

ょう。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 大型の今回設置する発電機も含めてですけど、保守点検が入りますのでこれは定期的に作動さ

せてちゃんと回るかの定期点検は行われることになっています。その他、備蓄しているものに関

しては自分達で行わなければなりませんのでその部分に関しましても一定期間に発電機に関しま

してもちゃんと回るかどうかの点検は必要かなと考えています。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 保守点検じゃなくて、やはり職員もそういう情報の共有あるいは器具機材じゃないですけども

そういった部分をやはり実体験として体感するということをやっぱり持っていかないと。例えば

暖房だとかの部分で本町における部分、冬と夏場では消費電力違いますよね。低圧だとか高圧の

部分でそういう部分の電灯の使用料も変わる、いろんな部分がありますから１度実体験をすると
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いうことはやはり行政の中でも必要かなと思って今指摘したわけなんですけども。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 確かに設置したあとに設置を担当した部署しかわからないっていう部分が確かに困ると思いま

す。ですからその部分の情報共有といいますか、どういうものがついて、どういう時にどう動く

かというのはやっぱり町職員全体で共有しなければならない課題かなと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。なければ次進めます。 

 10目町民会館費、49から 50ページ。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 町民会館費ということで、実はこれは予算として計上されていない部分の話になります。先ほ

ど申し上げました発電機の関係に絡む話なんですが、昨年度の予算の時に屋上にあるパネルを緊

急非常時に使用できないのかという話の流れで、例えばですけども売電専用なんで北電との交渉

によって切り替えて使えるか使えないか調べますということと、またもちろん先ほど総務課長の

方からありましたが何かあった時に昼間はそういうので何とか対応できたとしても、夜は対応で

きないということでパワーコンディショナーと言うんですかね、蓄電機の方も検討はしているん

ですが、100数十万円という高額かどうかは人それぞれですけど、かかるのでその辺も含めて早

急に検討をするという言葉をいただいてから何ひとつ報告がなかったという点に関して実際検討

されていたのかどうかその辺お聞かせください。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今おっしゃられました町民会館の発電機を非常時に建物で使うとなった場合には、変換するた

めのパワーユニットの増設が必要だそうでその金額がかなりかかる部分があるということで現状

のままというふうになっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 パワーユニットというのは変換器ということでよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君) 

 変換する装置のことをパワーユニットというふうになります。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 それにプラス、もし今回たまたま総合庁舎の方で発電機の大きい物をつくって町民会館の方に

も流すと。もしそれがなければパワーユニットと蓄電機と、あと電源が使えるかどうかという北

電との確認、この３点が必要だったという理解でよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 先ほど申し上げました今回つけようとしていている発電機に関しましては、あくまで町民会館

の部分の発電機の部分は考えない部分で今現在の役場、町民会館にどれだけの供給ができるのか

という部分で設定していますのでその分の兼ね合いというものは現実的にはしておりません。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 私の理解不足なのか、先程は総合庁舎でつける本予算でいけば５千 900 万弱ですけども、その

部分は総合庁舎を全体カバーできるプラスアルファで町民会館の方も使えるとの説明を受けたと

思って今の説明だと町民会館の方は考えないで付けたという話なんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 そういう意味ではなくて町民会館と役場をセットでの１つのものと考えての発電機の選定とな

っておりますので、今現在ついている太陽光発電も非常用に使える、例えばパワーユニットを増

設したとすればプラスアルファでその分の電力が賄えるというような形になると思います。あく

までも今考えているのは役場と町民会館を一体化してその部分の電気を供給できるということで

容量を決めております。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 
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○３番（伊藤忠之君) 

 しつこいようで申しわけないんですが、今後パワーユニットをつける可能性があるということ

なんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今現在つける予定はございません。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 本当にしつこいようなんですけど、一昨年ですかブラックアウトの時から町民会館の関係の発

電のことをずっと私だけでなく各議員の方からも出ていたと思います。その中で今回やっと町民

会館の方も緊急避難時としての避難所としての開設した時に電源を確保できることに関してはす

ごく安心している部分はございます。ただ、町のこの予算執行していく中で元々言っていた町民

会館の部分だけで発電機ではないですけど先ほど言ったようなパワーユニットですとか蓄電機で

すとかまたその売電用だけでも使えるかどうかと、そのパターンと総合庁舎の方を切り離して総

合庁舎は総合庁舎でたぶん実質ソーラーパワーだけではこれだけの業務が多岐にわたっています

から絶対電力が足りないはずなんで発電機つけると良いと思っているんです。別々でやった時と

一緒にやった時との差額とか諸々をちゃんと検討してないということが私にとっては不思議だと

思っていまして、限られ予算でどっちが本当の効果が上がるのか使った予算が効果があがるのか

ということぐらいは検証してないとその場その場の行き当たりに聞こえてしまいますし、元々言

っていたこともちゃんと検討していました。さらにその後に出てきたことも検討した。それでど

ちらかの方が良かったという答弁がいただきたいなと思っていたんですが、その辺って今答えら

れますかね。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 災害用の発電機の大前提として 24 時間使えるというのが大前提になっています。そういった

意味でいきますと、夜間の発電に対して太陽光は対応できないと。当然蓄電池という方法もござ

いますけど蓄電池の容量、またその蓄電池の現在の耐用年数からいくと、かなり高額なものにな

りますし、それも含めて 24 時間役場機能を維持できて町民会館に避難された方、特に冬場の間

にも電気を供給できるということを考えた上でいけばやはり今現在ついている発電機がないと仮

定しても運営していける分の電力を設定するのがよしと考えて、このようにやっております。 

 

○議長（田中誠君) 
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 他、よろしいですか。次、進みます。 

 11目支所及び出張所費から 13目緑センター費まで一括質疑します。50から 51ページ。古

谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 11 目から 13 目まで共通的な部分で支所と出張所さらにはセンターの機能のあり方に対して

御質問させていただきたいと思います。前段、午前中の部分で会計年度任用職員の支所の職員の

関係でそちらにずらした関係で予算が三角の 625 万というふうになって、そして緑についても

支所では会計年度の臨時的 22 万１千円と札弦においては 104 万４千円と言う形、それで１つ

懸念しているのは緑が昨年地域おこし協力隊の関係でああいった形になって、それはもう問いま

せんので、そういった中において札弦においては今年度ベニヤの関係で非常に地域の活動がより

心配される状況になってきた。本来持っている支所とか出張所そういったものを地域振興上どう

いった位置づけにしているのか。単純に従来ですとかなり人数がいた所において一般的な行政事

務、窓口業務をやってきた、じゃなくて支所そのものが地域を支えていく役割、自治会活動とか

様々な高齢者団体、福祉団体含めて地域活動を支えていく拠点があるからこそここに閉所もしな

いで統合もしないでしっかり地域を支えていくという意思を町が表しているのだと思います。町

はそういった意味で今後の支所や出張所のあり方、センターの活用のあり方というのを町として

基本的にどう押さえているのか。この辺について今の考え方をお示しいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 確かに町全体で人口減少する中、従来どおりにその支所という形を今後続けていくのがどうか

という部分が当然考えなければならない部分だと考えております。ただ、今現在この大きな３つ

の集落が存在する中でそれぞれまだ減ったとはいえ、そこに居住者がいる中でやはり集落を維持

する上の支所というのはある種のシンボル的なものかなとそんなイメージも持っております。そ

んな上で令和２年度に関しましては同じように、札弦。色んなものに使えるセンター及び行政事

務を行う支所というものを設置しておりまして将来的に何十年たった時に必ずしもこの形で進め

ていくのかといえばそこは考えなければならない部分だと思いますが、当面の間はこういう形で

運営していかなければならないかなというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 私の質問した意図は逆であって併合しろとか縮小をという意味ではなくて、やはり地域がこれ

だけ衰退していく状況においてやはり緑地区における 170人か 180人しかいない状況、札弦に

おいてもベニヤの関係の問題が非常に地域にとってマイナスの要因として非常に重く受け止めて

います。そういった状況においては、やはり、人口減少下において、従来は合理化だとか効率化

という観点だけでは語れない部分があるという認識に立って、町長含めて支所を無くさない、あ



 

113 

る一定の地域センターとして使っていこうという立場で来ていると思いますし、さらに高齢化率

がどんどん上がっていくだとかの中において、地域は地域として頑張って行こうと。やはり支所

の支所長が支所にいる職員の方々が一緒に地域活動を支える機関として能動的に動いていかなけ

ればなかなかやはり現実的に一つ一つ地域行事や自治会行事を支えきれない実態になっている。

そこでやはり今言ったように地域を支えるセンターとして、各課が持っている福祉サイドとか保

健サイドとか町民課サイドとか総合的な面で町が連動していってるまちづくり地域を支えている

安心のまちづくりの支える仕組みというものをそこに総合しながら、支所にいる職員がやはりも

っと能動的に関わっていく。１つの表れが今緑では地域食堂が始まったりとか札弦では何が生ま

れるか元々札弦の自治会で今は高齢化していますけれども、色んな形で地域活動をやっておられ

る。そういった中に支所や出張所がどういうふうに関わっていくかと。逆に能動的な部分での意

味合いで今問われてるんじゃないかただ形として行政人もやるためのブランチではなくてやっぱ

りそこにしっかりとそれなりの人材だとか経費とかそういったものも含めながら能動的に動かし

ていくという姿勢が今こそ逆に必要じゃないかというふうに認識するわけなんですが、その辺理

事者としてどのように考えておられるのか。再度答弁を求めたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 支所については今課長が答弁した部分、議員が御指摘いただいた行政事務的な話、それから地

域の活動である自治会活動の協力であるとか、地域の相談事、色んな生活やそういった部分の状

況を聞いたりというようなことも現状的に行われているのかなというふうに認識しております。

もう１つ、一段階上、二段階上というような議員のご指摘かなと、お話かなというふうに思いま

すがその辺の部分についても我々としても札弦・緑の、特に緑の協議もずっとしてきましたし、

その中で支所のあり方についても十分協議をしてまいりました。 

今、議員御指摘のとおり、今の機能よりももうちょっと町長の執行方針の見守りの部分も含め

てどれだけ支所として機能できるのか。行政と住民とその間の部分の繋ぎをどうできるのかとい

うものは今検討をしている最中でございます。一気に支所機能をそういった議員お話の部分まで

持っていけるかどうかというのは今自信がないわけですけどもできるだけそういった機能を少し

でも生かして、要は地域の方々が安心して暮らせるような地域活動ができるような仕組みを少し

ずつでも構築していきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 了解しました。基本的にはそういった今これだけ人口減少や高齢化進んで行く中において、支

所・出張所を置く意図、意味というものをどこにあるかきちんと職員全体の場で確認しながら進

めていく、きっと地域の住民の人たちが、支所に行けば知恵を出してくれるよね、お手伝いして

くれるよね、こういった相談事にいつも載ってくれるよね、そういった関係性を構築する中にお

いて今衰退していっている課題というものをやはり役場の出先として、それと住民と一体となっ
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て作って行く。これこそ協働や共創の原理原則的なところの入口じゃないか。どこまで出来るか

という難しさはありますが、緑に地域おこし協力隊を置いて地域をつくってやっていこうと強い

意志があったわけです。それは１年どういった方向でいくか検討していくということで見送った

わけでそういった中において、１年間やったけど投げてしまうわけじゃないですよと。継続的に

色んな地域課題というのを新しい形の中でもう１回求めながらやっていくと答弁をいただいたわ

けですから、それをしっかりと受け止めてあるべきあり方というものを求めて、支所や出張所を

それからセンターの機能というものをしっかりと前へ進めていただきたい、このように考えます。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 我々としても古谷議員おっしゃる通り、趣旨について全く同じです。それをどこまでそのこと

をできるかというような部分も十分に検討してまいりたいというふうに思いますので、少しこち

ら側としても、検討しながら少しでも進めてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。では次進みます。 

 14目町民活動施設費、51から 52ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 町民活動施設費の 52 ページ。この欄の一番下にあります土地使用料について。パークゴルフ

場の使用ということで長い間借りている土地の使用料というふうに理解しておりますけども、最

近このパークゴルフ人口が非常に少なくなっているという話、皆さんも聞いていると思うんです

が清里の町には江南それから緑ヶ丘、札弦と緑にもあるのかな、ありますけども、土地の使用料

もう多分 20 年以上借りていると私は思いますが、毎年 48 万８千円、50 万円位大体もう１千

万ぐらい使用料で払っているわけですが、このパークゴルフの人口が減少している中でもこのま

まの状態を続けていく考えなのかどうなのか、まずそこら辺もお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今おっしゃられましたように、札弦のパークゴルフにつきましては借地を続けております。お

っしゃる通りパークゴルフに関しましては一時のブームの時ほどの利用は減っているかなと感じ

ておりますけど、その中でも地域の人にしてみればやはり楽しみとしてきている方が実際、数多

くおられるのも現実でございまして、今の状況としてはまだ同じパークゴルフ場として維持して

いかなければならないというふうに考えます。 

 

○議長（田中誠君) 
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 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 これはまだ先の話ではありますが、昨年光岳小学校が閉校になりましてまだ地域の方々と話終

わったわけでもないし、今後の予定というものはまだ白紙状態かなというふうに思いますが、あ

の校庭すごく桜がきれいなところでありますけれども、あの場所にパークゴルフ場 18 ホールで

なくても整備して行くという考え方は今の段階では持っていないですか。それとも将来的にどう

いうふうになるかまだわからないけども、移動してあちらに移すとかというそういう考えはない

のかその辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 光岳小学校の跡地利用に関しましては昨年より検討に入っております。それで第一弾として地

域の方に集まっていただいてその活用に関しての話し合いを２回ほどさせていただきました。そ

の中で敷地が広くて土地がありますのでその中でパークゴルフ場にもなるねとか、そういうお話

も話としては出ております。ただ、その分の計画もできていない段階ですけど今現在といたしま

してはそういうお話はありますけどその後、計画の中で新たな設置というものがあったにしても

今現在当面の間、今のゴルフ場は使っていかなければならないかなというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 町民活動施設管理業務の中の農産物の加工室のことについてお伺いしたいと思います。ここに

事業の内容なり効果ということで各種の技能を習得する機会の場ということも載っているわけな

んですけど、いかんせん余り使い勝手もよろしくないという噂しか聞いておりません。その中で

果たして本当に各種の技能を習得するような場となっているのかどうなのかということも含めて、

幾分か施設整備してしばらく経っていますので、そのことも含めて整備とかそういうものも先に

考えているのかもお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 活動施設の中身といたしましては確かにその参加人員はそれほど多くの人ではありませんけど、

頻繁に使われているのも事実でありますので役には立っているというか、その方々にとってはと

ても必要な施設だという認識はしております。 

 

○議長（田中誠君) 
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 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 当初はそういう目的で整備をしたようなことではないと私はちょっと認識している部分で、も

う少しフルに活用された形の中で、新たな特産品の開発とかそういうものに向けていけるのかな

と思ったら、なかなかそういうところまでは現実行き着いていないのかなと思います。実際に使

いづらい部分で網走のみんぐるに行った方が使いやすいなという情報も聞いておりますので、そ

のことも含めてやっぱりせっかくの施設ですので皆さんが使ってそういう１つの特産品の開発と

そういうものに向けて行けるような、実際にはあそこで作ったものを販売とかそういうもの認可

になっている状況にはなってないわけですけども、他の町の整備の部分を見てますと小清水あた

りも今回小清水だとか新しい施設に移転するのかな、そんなことも含めてきちっと販売に繋げる

ような形の認可をとったような施設も整備しておりますので、どこか力の入れ方が違うのかなと

感じる気もいたしますので、そんなことも将来的に向けてひとつ検討の余地はあるんじゃないか

なと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今現在利用されています手工芸、陶芸、また、農産物の加工という部分で施設を今大々的に更

新というふうには考えておりませんけど、できる範囲内で利用者の要望も届いていますので小さ

なものはやるようにしておりますので、今後皆さんがとても満足できる部分に近づけるのは難し

いと思いますが、できる範囲内で利用者が楽しめるような施設を目指して行きたいと考えており

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。それでは次進みます。 

 15目顕彰費から 16目報酬等審議会費まで一括質疑します。52ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ないということですので、次に移ります。 

 17目職員福利厚生費、53ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 職員研修事業費の中で職員研修業務委託料 80 万の予算ですが今年度初めての予算づけなのか

なというふうに理解しておりますけども、どのような内容なのかをご説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君) 

 この部分に関しては毎年計上しているもので、外部からの講師に来ていただいて研修を受ける

部分の経費となっております。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 申し訳ありません。昨年の予算書の項目には載っていなかったもので科目外ということで理解

してよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 昨年に限って当初予算に計上されなくて６月補正で計上しております。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 申し訳ありませんでした。職員研修につきましては昨年の予算質疑の中でも是非力を入れて予

算配分をお願いしたいという意見が出ておりました。人材育成は非常に大事なことでありますし、

小さな町こそ人材育成が大事になってくるんじゃないかと思っておりますので、研修については、

まちづくりの先進地たくさん全国にありますし、是非たくさんの職員にまちづくり先進地を見て

いただきたいと思いますし、外部講師が来た場合ですがその場合でもたくさんの職員が内容の濃

い研修を出来るようにお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 外部からの講師を招いて受ける研修に関しまして毎年どんなテーマがいいかというのを調整し

ているところです。そこでこちらの思いとしてはなるべく皆さんに興味を持って何かしら記憶に

残るような研修になればなということを考えてテーマを選定しておりますので今後ともこちらの

思いが受ける側に伝わるかはわかりませんけれども目指していきたいなというふうに考えており

ますし、これ以外の部分での研修でいきますと市町村アカデミー、また北海道の研修センターの

希望とかある程度の年齢に達した人には行ってもらったりはしていまして、あわせて職員のスキ

ルアップに繋がるような研修になればというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 まず職員研修事業の普通旅費ＯＪＴだと思うんですがそれぞれ職場の研修のあり方、一般管理

費等の連合でいくとここ数年ずっとこれは清里町だけに限りませんが、人事評価というものをす

ごく入れて来てそれと一方で職員の研修というのをワンセットという考えの中で、しっかりとそ



 

118 

こで研修を受けながら良い仕事をして行く。それはお互いに管理職評価もありましょうし、部下

に対する評価もありましょう。人材育成という形の中で堀川議員からもありましたけれども非常

に限られた人数の中で今は自治大学校とかもありましたけど非常に最近は限られた人数で仕事や

って日常業務に追われてなかなかチャンスがあっても希望があっても行きがたいとか物理的条件

だとかで出て行きにくいということが見ているところもあるわけなんですけれども、そういった

意味でやはりもう１つは人事交流がほとんどなくなってきている、当然国と道との関係も含めて

人事交流がほとんどここ何年か見られない、たまたまケアハウスの段階で道からその為の事業執

行のための本来の人事交流というのはわかりませんが、来てやったというだけでそういった意味

で、本来的な職員の研修のシステムのあり方と評価のあり方というものをやはりもう少ししっか

りと構築していきながらやはり役場内の人材育成、それともうひとつは町民の皆さん、いろんな

ある団体のグループのリーダーの方々といそういった交流研修とかですね、ＯＪＴだけじゃなく

してある意味での地域課題をきちんと協調的にくみ上げながらそこで新しい方向性や課題方策を

学んでいくとか一緒に構想するとか新しい地域づくりにつながっていくやはり研修のあり方を今

後は必要とされているんじゃないかというふうに私自身は感じる訳なんですけども、その辺どの

ように捉えて今年度の予算執行を行っていくのかお答え願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 わりと日数が長期になります市町村アカデミーに関しまして、これは自分が受けたい内容を自

分で申請して行っていただくようにしております。またそれ以外の部分に関しましてはある程度

スケジュールが決まった中での部分で確かに業務がある中、研修に時間を割くのは大変かとは思

いますけど、そんな中でも参加はしていただいているというふうに考えています。道の人事交流

に関しましても決してやめたわけではなくて今たまたま空いているだけですけど本人の希望、ま

た北海道の部分でマッチングがすればまた人事交流も再開するというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 今おっしゃったように実態的に自治大学校、道の関係、アカデミーさらには人事交流もやめた

わけではないという形でただ事実として存在していないということ、予算付けを毎年見ています

とここ何年かほぼ同じ数字で動いてきているというのが事実ではないか。今まで色んなほかの議

員さんからの質問等においても人材育成、職員の研修をしっかりやっていくよと言っても具体の

数字で表れてこないと意味がないことであって、実績で表れていないと意味がないことで毎年同

じ数字予算も同じ。具体的に今までその職員研修とかそういったものが強化されてきたのが見え

てこないというのが事実じゃないかと思うんですが、令和元年度の実績をきちんと見据えた上で

それを強化していくという方向の中で予算をさらには計画というものが作られているのかどうか、

改めてご答弁願いたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 令和２年度の予算につきましては令和元年度の実績を基に金額を決めている部分がありまして

プラスアルファで今新たな研修というものを盛り込んだものではございません。一定額の金額を

キープする中でできるだけ参加、自分が行きたいと興味があるものに参加していただいてスキル

を磨いていただくというのを目的として予算計上しております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 前年の予算と決算等の見込みでやっていく、それは理解しました。ただ人的投資というのはや

はり非常に重要となって、投資しないものにリターンはないんですよね。だから色んな研修の中

にもふるさと交流だとか色んな部分で民間の方がどんどん出てきていて、職員そのものについて

もきちんと投資をした中できちんと人事評価が行われ、さらにそこに意欲を喚起していって人材

育成を図っていくとやっぱり具体的な形に表れたものとしてはやはり予算が一番わかりやすいわ

けであってずっと毎年同じということは、それほど必要性は認識されているとは思うんですけど

も全体的な予算のバランスという中で最終的には予算上はそういった措置はされていないのが実

態になってんじゃないかと思いますので、当初予算は別にどうのこうの言いませんけれども今後

のあり方をしっかりとそういったものが予算があっても執行されないというのが何年かは決算上

ありますので、そういったことも含めてしっかりやっていただくようにもう一度できれば理事者

としてしっかりとご答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 予算は予算で進めなければならないのかなというような部分があります。要は中身だというふ

うに思っております。その中身については先ほどから総務課長が話している通り、色んな工夫を

凝らしながらやっているという部分もありますし、議員御指摘の人事評価の関係もございます。

さらにはお話しいただいた暫くやっていなかった道や国との交流人事等々もございます。 

交流人事については本人の希望とかそういった所もありますので、進められる年と進められな

い年とありますが、今年については令和２年度については今道との人事交流、道の方にもかなり

頑張っていただいて人事交流できるように今進めている最中でありますので、そういった新たな

切り口といいますか、時代に合ったそういった研修も含めながら予算は予算でありますけども、

中身についてさらにブラッシュアップをかけていかなければならないというふうに思っておりま

す。 

 

○議長（田中誠君) 
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 勝又武司君。 

 

〇６番（勝又武司君) 

関連なんですけど今職員の研修の関係の話が出たんですけど、先ほど課長の方から聞きました

けど、うちには職員の研修規定とかそういうものは設けられてないと。職員規定を設けていると

ころもあれば、また自治基本条例とか定めた中で研修規定研修の項目を載せたりということで、

今、古谷議員の方からもありましたけど人材育成って大事なことではないかなと思うんですよね。

職員削減しましてさらにまたこの人口減少とかそういう部分で仕事が多岐にわたってくると。そ

ういう中でやっぱり優秀な人材が育てていくという部分でね。やはり職員の方々に研修をしてい

ただきまして優秀な人材を育てていっていただきたいなと要望するところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 職員研修に関しましては毎年研修計画は立てております。計画に基づいて先ほどお話しました

外部講師を招いたり、またはこちらから行くアカデミー関係の研修に参加していただいたり毎年

その計画に基づいてやっていきますので、また新たなものがあるのであればそれを盛り込んだ形

の計画にしていきたいなと考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。次に進みます。 

 18目行政情報システム管理費 53から 56 ページ。前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 たびたび質疑の中で毎年予算決算の中で質問させていただきますけども、公会計の関係、昨年

度も理事者側から 30 年度中には本町における公会計の委員会等々で説明いただくという話もあ

りましたし今回も財務会計システム管理費の中に公会計保守業務委託料という名目で計上をされ

ております。27年、28年と２ヵ年にわたって公会計システムということで約１千万近く恐らく

計上していると思うんですけども、やはり基本的な部分、やっぱりある程度早めというか説明し

ていただかないと発生主義と現金主義の関係よく比較されますけどもやはり資本と負債のあり方、

そしてこれから本町における施設インフラ等々のいろんな部分のランニングコスト保守点検ある

いは維持ですよね、長寿命化における。そういう部分でのある程度の目安となる諸表、指針がや

はりそこの中で出てくるかなと私自身はそう思っております。 

今回、国土強靭化の第１位の優先順位の計画も確かにありますけどもやはりそこの部分、数字

としての部分、確かにアバウトな部ありますけども、やはりそういう提示をしていきながらどう

やっていろんな部分の施設あるいはその部分、保守点検なり維持管理するのか１つの目安の中で

やはり有効活用する時期と思いますのでそこら辺やはり、早急に提示していただきたいと思いま

すけども、今どのような形で考えておられるのか説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 
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 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの公会計の部分でございます。議員からあった通り平成 27 年からでしょうかね、固

定資産台帳と複式簿記の導入統一的な基準という形で財務書類等を全ての公共団体において作成

ということで進んできたのかなというふうに思っております。議員からあった通り、施設別です

とかの事業別等によりまして細かい単位でそういうような財務書類等を作成して、先ほど言われ

たコストの分析ですとか各施設とか事業等の問題、成果を明確にすることなどにおきまして例え

ば予算とか施設管理、さらには行政評価等、これらの財政マネジメントにおける判断材料になる

のかなというふうに思っているところでございます。 

現在、財政的なシステムの部分でシステムの中に数字的なものを入れながら、また管財の方と

も協力しながら固定資産の部分とも連携する中でのシステム管理をするべく進めているところと

いうことで御理解いただきたいといます。早急にできるように進めていきたいというふうに思っ

ておりますけど、今この公会計システムの部分を進めているということでご理解いただけたらと

いうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 そこは十分理解しております。その中で毎年保守点検業務委託費がかかっているということで、

データの積み上げという理解でよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今言われた通り、毎年の財政的な伝票、それらについても積み上げて毎年毎年、積み上げてい

るということでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 結局は積み上げによって色んな例えば施設に対する追加的な補正だとかが上がった時に、やは

り付帯施設だとかを積み上げていかないと町の行政やっぱり現金主義ですから見えなくなります

よね。そういう部分を積み上げの中で仮の話で大変失礼ですけどもケアハウスにしろ、エアコン

の云々とありますけど、やはりそこもやはり付帯施設としての全体需用費の積み上げの中でやは

りどうしてもいろんな部分で債務との見合い、あるいはイニシャルコストとランニングコストで

今後どういう形でいくかというのは見ていかなきゃならない。そこの基本的な数字としてやはり

私たちも議会としてはチェックする材料判断にもなりますし、行政側もチェックする材料、ここ
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の部分でこういう計画性を持った中での修理修繕といいますか、そういう事業展開もやる一つの

目安になるのかなと思いますからそこだけはやはり 30 年度中にはと答弁ありましたからやはり

そこはやっぱりしっかりと今年度中に提示していただきたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今議員からお話ありました公会計の部分、きちんと進めていけるように今後も進めていけたら

というふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。 

 ここで、説明員交代となりますが、質問漏れはありませんか。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 46ページの総務管理費、行政システムの関係で社会保障税番号制度導入事業費、これはマイナ

ンバーの関係だと思うんでうすけど、具体的な現在のマイナンバーの発行実態、それから委託料

の具体的な中身、もしわかれば御説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 今マイナンバーのお話が出ましたので予算につきましては、こちらは計上されているのは総務

課でおそらく計上されているのかなというふうに思います。私の方からはマイナンバーのカード

の発行について御説明いたします。令和元年度交付した枚数でございます。２月 26日現在で 30

枚ほど発行してございます。平成 27 年度から令和元年２月 26 日現在までは 378 枚交付して

いるという実績になってございます。２月末現在の人口が 3,999名でございますので約 9.45％

の発行率というふうになってございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 委託料の中身はよろしいです。それで今マイナンバーの関係については 378枚、国自体が非常

に困っていて令和２年度、今年度予算の中で本来であれば消費税経済対策という形で新たに発行

した部分については期間を区切りながらキャッシュカード等プリペイドについて５千円をオンす

るという仕組みで予算、今国の方はやっておられるはずなんですけれども、現実的にそして、令

和３年度から健康保険証として使っていくという形の国の制度もこれだけ普及率低いとどうしよ
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うもないという話なんですけど、その辺の町の考え方や周知の仕方は同時並行的に国だけの力で

なく、これだけ年間に 630万、もう 26年に構築していますから、どんどんどんどん交付税や一

般財源、特定財源は入ってくるでしょうけども非常にロスの多い仕事で今後そういった形で活用

していく部分では新たな流れになっていくと思うんですけど、この辺の取り組みについてどのよ

うに担当課として捉えられているのか、もし今の時点で考え方がありましたらお教えいただきた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 古谷議員から御指摘がありましたように健康保険証につきましては、まず共済組合の保険証に

マイナンバーを付与するというようなお話、また国民健康保険につきましても令和３年度から付

与するというお話が出てございます。いずれにいたしましても、なかなか制度が進行していかな

いような状況でございますが、健康保険証に付くということになれば当然マイナンバーを取得し

なければいけなくなってくるようなことになってまいりますので、少しずつでも進めていきたい

というふうに原課では思ってございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 重々理解しました。個人情報の関係で色々と議論があった制度で現実的に今税、健康保険証と

しながら新たな形で次のステージに行くという形なんで新しいまた事務事業が担当者の皆さんは

大変だと思いますけども、やはりやるのであればしっかりと受けて普及と理解を町民にしていた

だくという流れを作っていただきたいと考えますので、その辺の取り組みをしっかりと前向きに

やっていただければと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 貴重な御意見いただきましたので原課としても推進していきたいというふうに思いますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

 他、ありませんか。 

 ここで交代のため暫時休憩します。２時 35分まで休憩といたします。 

 

休憩  午後 ２時 24分 

再開  午後 ２時 35分 
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○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて質疑を再開します。 

 ３項開発促進費、１目企画振興費から２目土地利用計画費まで一括質疑します。56から 59ペ

ージ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 58 ページの緑地域対策事業費、緑地域の活性化の話題が度々話題になっていますけども、昨

年、緑地域活性化プロジェクトが頓挫しまして凍結状態ということで今年はその凍結が融けて事

業が始まるのかどうか、それとも凍結したままなのかということをまずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの質問の緑地域の活性化プロジェクトの関係でございます。プロジェクトという緑地

域の活性化につきましては町としても進めていかなければならないということで令和元年度から

も地域と話し合い等は持っておりますけども、当然進めていくというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 数年前から緑地域の活性化については待ったなし状態だということで地域おこし協力隊も入れ

てそこでテコ入れをしながら活性化を進めていくということで始まった事業ではありますけども、

待ったなしというのは今も待ったなしの状態が続いている。ましてや緑で１件のお店みどりマー

トさんですけどもそこも地域のために頑張ってくれていますけども冷蔵庫が老朽化しているとか

体調の問題ですとかで、なかなかぎりぎりの状態でやってくれていると伺っています。 

 その中でも地域の皆さんの要望を受けて何とか続けてもらえるということで、聞くところによ

りますと、１時間の時間短縮をしながらでも営業を続けてくれるということで話を伺っていまし

てホッとしているところでありますけども、それもいつまで出来るのかということなりますと、

そう長くは続けていけないんではないかということで、今から対策をしっかりしなければそれこ

そ緑地域のお店もなくなってしまう活性化も進まない、どんどん衰退していくということです。

ちょうどあの緑地域でも先ほども話題になりましたけれども、地域食堂というのが地域の方々の

手で立ち上がりましたし、緑地域の多くの温泉住宅街にはいろんな方が起業でカフェなどをやっ

てくれまして町の事業等にも色々な面で協力をしてくれている現状もあります。今こそ今年こそ

もう緑地域の活性化に力を入れなければ手遅れになってしまうと危機感を抱いているわけです。

そこのところを今一度お聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの緑地域の活性化の関係でございます。お話にありました緑地域にお店屋さんが１件

と。そのお店屋さんの関係でございます。プロジェクトの時もそのお店の存続が大きなテーマと

いうか課題があったということを聞いておりますし、そのようなことでございました。それでプ

ロジェクト停止後、担当としましても緑地域で会社をやっている方、また自治会の方と話し合い

等も持ってございます。また実際、緑地域でお店をやられている方、先ほど緑マートと名前が出

ておりましたけども、実際お店屋さん、自治会、地域の方を含めて町としてもお話合いを２月に

持ったところでございます。その中でお店屋さんの課題等もお聞きしながら先ほども出ておりま

した冷蔵庫の関係等も、冷蔵庫の必要性等もおっしゃっておりましたので、その辺についてはう

ちの町でやっております店舗設備改修の中で冷蔵庫について、またその設備については対応でき

るという判断をしまして実際お店屋の方とお話しながら今はその冷蔵庫等を入れながら今後も継

続してもらうような話し合い等を持ちながら、まずはそこの部分を進めているというところでご

ざいます。その他についても先程出ておりました地域食堂の方、また分譲地の方の話も出ており

ました。その方以外も含めまして地域の御意向等、ご意見等も聞きながら活性化の方は進めてい

きたいというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 是非、去年１年間たくさんの会議を開いたわけですからその会議内容も無駄にせずに緑町小学

校の跡地利用も含めた中でしっかりとした緑地域のこれからという姿を構築していっていただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 議員からあったとおり緑地域の活性化、今後進めていきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 57ページ。清里ハイヤー利用助成事業費 699万についてお伺いしたいと思います。４、５年

前から各議員の方からこのハイヤーの助成について幾度となく数名の議員が町長に対しても一般

質問を行って来たところでありますが、やっと達成されたかなというふうな思いでおります。こ

のハイヤー助成というのは高齢者の日常生活に必要な交通手段を確保するとともに外出を促し、

福祉の増進、まちの活性化を図るということが支援策の目的でありますが、実はこのハイヤー利

用券に関して約 450 名該当する方がおります。75歳以上の免許のない方、それと 65歳以上の
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障害のある方、その他に町長が認めた方ということでおよそ 450 名ぐらいの方がおられまして

年間 36 枚から 84 枚まで金額にしますと１万８千円から４万２千円ぐらいの助成になるわけな

んですが、非常にこのハイヤーの利用助成に関して私はいいなと思う反面、まだまだ地域の交通

としてハイヤー以外日常的に毎日ハイヤー乗れるわけじゃないので個人負担が多くなりますから。

やはり高齢者それから地域の足としてハイヤー以外の交通網として今の朝の早い通学バス、それ

らは利用できないということでマイクロバス等小さなバスでも良いから巡回をして欲しいという

地域の町民の方が数多くいるというのは町長も承知の上かというふうに思います。 

このハイヤー助成に関しても４年５年かかったわけでありますが、このマイクロバスの巡回バ

ス等を踏まえて今すぐとまではいかないまでも今後こういったものを必ず施策の中に織り込んで

いくんだという考えが今の段階ではないかもしれませんけども、何年か後に、必ずしもそういう

ふうにうちの町民のために町民の足のためにハイヤーだけでなくて、こういった地域の巡回バス、

隣の斜里町でやっておりますが、なかなか難しい事業かもしれませんけどもぜひ今後も考えてや

っていただきたいというふうに思いますが、その辺いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問でございます。令和２年度から清里ハイヤーの利用助成券交付事業を開始す

るとこでございます。目的、対象者については今、議員おっしゃられたとおりでございます。 

町としてはこのハイヤー利用助成券だけでは地域交通は脱したというふうには考えてございま

せん。あくまでこのハイヤー利用助成につきましては、１つの手段というふうに捉えております。

今後今言われましたマイクロバスが良いのかも含めてですけど今現在役場の中のそれぞれ全部の

全町的に地域交通を考える町内会議等を持ちながら清里町にあるモノ、ヒト含めて情報交換、情

報共有をしているところでございます。その中で今２年度からはハイヤー利用助成やりますけど、

現在から先ほど言ったマイクロバスも含めてかわかりませんけどもどういった現在から３年後を

見据えた緊急的な例えば課題とかですね。またそれ以降の５年とか 10 年を捉えた場合の地域交

通的な課題も含めて、最終的には指針みたいなところも含めて地域交通のそういうものも必要か

というふうに考えてございます。先ほど言った通り、２年度からやるハイヤーだけではなくて地

域交通全体を考えた場合の施策を今現在何をやるというのは申せられないんですけども、その辺

も含めて検討をしていきたいというふうにも思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 検討していただけるということであるんですが議会としてもこの地域交通に関して北海道内で

は伊達町、それから本州の方では島根の方でも、こういった私たちも勉強しに行ってきました。

ぜひ町が行う時には町の所管でもそういったところに行けとは言いませんけども、情報をしっか

りと身につけて進めていただきたいというふうに思います。 
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○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

 ただいまの関係でございます。町としても先進的にやられているところもあるのかなというふ

うに認識しております。それらの情報も掴みながら地域交通について今後進めていければなとい

うふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 私も同じくハイヤー利用助成の部分でお話聞きしたいと思いますけども、清里町内の回数券の

部分があるんですけども、他町村の医療機関にも使えるということで、多分小清水、斜里には使

われる方多いと思うんですが、網走となるとなかなかいないのかなと思うんですけども、その部

分で網走の医療機関にワゴン車のようなものを走らせるというのは今後検討していってはいただ

けないかなというところなんですけども、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの町外の医療機関への利用の関係でございます。今回のこのハイヤー利用助成券につ

きましては、町内移動及び今おっしゃられたとおり医療機関への通院は町外も認めるということ

で、小清水、斜里、網走も当然入るということですけど、当然ハイヤーの利用助成券に上限がご

ざいます。今言われた網走に別の交通手段をということでございますけど、それについても今後

の検討課題ということにさせていただきまして、今後どういうような地域交通が必要かというこ

とも含めまして十分検討していきたいというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 当然免許返納者の方も増えると思いますし、また妊婦の方も冬場に運転する可能性もあります

のでもし検討していただけるのであれば、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ハイヤー利用助成につきましては、今現在、対象者は 75 歳以上の高齢者を中心にこの施策を
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行っております。今議員からもありました対象者についても今後４月からこの事業行いますけど、

それらの実績等を見ながら今後この事業を拡大できるものについては拡大してきて色々見直しを

しながら進めていければなというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 それでは、次進みます。 

 ４項庭園のまちづくり事業、１目花と緑と交流のまちづくり事業費、59から 60ページ。池下

昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 花と緑と交流のまちづくり事業費の 59 ページの消耗品費 190 万４千円についてお伺いした

いと思います。この金額は昨年とはそんなに変わってはいないのかなと。これは花代というふう

に私は理解しているんですが、何年か前から毎年新しい花を植えるのではなくて１年草と単年花

と言うんですか、放っておいても毎年咲いてくる花ということでやっております。先日の２月に

羽衣第２の自治会の方と色々と懇談会を行いまして、約 20 名位の方が我々議会も数名で懇談会

を行った中で羽衣第２自治会も羽衣第１自治会も２線道路の沿線に生活してる方が沢山おられま

して、その中の方でうちの町の花は毎年植えている花もあるけど、よその町から見たら劣ってい

るのではないか、余り綺麗ではないという意見が出ていました。毎年植えるということは今以上

にお金のかかる話ではありますが、そこら辺をどういうふうに考えているのか、今のままでずっ

と行くのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの花と緑と交流のまちづくり事業の関係の花の部分かなというふうに思います。毎年、

この花の部分につきましてはデザイン等につきまして例えばフラワーマスターの御意見等も聞き

ながらですね。先ほど言われました１年草だったり手根草だったりいろいろ検討を加えながらデ

ザインの方を行っているところでございます。 

他の町から劣るとかそういうところは耳にはしていないところでございますけども、いずれに

しましても十分に関係者とも連携を取りながら花壇のデザインと品種については検討しながら植

えているということでご理解いただければなと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 うちの町は庭園のまちづくり構想ということで庭園のまちづくり事業費、花と緑のまちづくり

も相当前からやっております。花と緑の町で表彰されたこともあります。これは町長も御承知の

とおりです。今役所にいる方ほとんど皆さん関わってきたのではないかなというふうに思います

が、やはり今でも花と緑をというまちづくりに関して訴えていくならば、ここはよその町よりき
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れいな花を植えて交流人口の方がきれいな花だね、凄いねと言われるぐらいの花壇整備をしてい

くのが私は当たり前だと思うんですよ。ところが地元の町民が余り綺麗じゃないと。やっぱりこ

う言われたら終わっちゃいますよ。よその町、私もあちこち車で出た時に斜里町にしてもそうで

しょ。小学校の前の通り、同じ色の花、ダーッとあれの方が車で走っていて綺麗だなと思います。

それは感覚の違いもあるかもしれませんけど数年前に阿寒町に行った時には町の端から町の端ま

で見事に綺麗です。これだったらうちの町の花と緑って何だろうと思うぐらいの他町の力の入れ

具合なんですよ。だからうちの町も花と緑で事業費を組んで、毎年やるのであればやはりそれぐ

らいやった方がいいんじゃないかなというふうに私は思います。私も里親として毎年花の草を取

ったり、水をあげたりしていますがこれもうちょっと何とかならないのかなというふうに私自身

も思っております。そこら辺を前向きに検討していっていただきたいというふうに思いますが、

よろしく考えてください。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの花と緑のまちづくりの関係、道路沿いの植樹帯だったりとか花壇だったりというこ

との花の関係というふうに思います。他町の話も出ておりました。本町についても毎年色々デザ

インを考えながら行っているところでございます。十分にご意見等を参酌したいというふうに思

います。またこの花と緑の事業については長年行政と町民のパートナーシップ事業で行ってきた

わけでございます。その関係もありまして長年続けていることもありまして中には先ほどちょっ

と話も出ておりましたけども、年齢とか世代のこともありまして多少負担になっているという部

分も若干あるのも事実でございます。その辺も考慮しながら、手根草とか花の種類とかも考えな

がら行ってきたところも実はございます。委員からありました御意見等を参酌しながら今後この

花緑の事業について十分検討して進めていければなというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 同じく１目花と緑と交流のまちづくり事業で、当初農村交流事業費当初予算で 225 万８千円

を組まれているわけですけども、昨年は施策予算で補正という形の中で確か 120 万円位の予算

で 100 万円ほど今年度オンして昨年一般質問等の中においても他の委員の方から質問の中に農

村都市交流の鶴ヶ島との関係を主体していくだけでなくもっと違う見方もあるんではないかと。

町長答弁で、日本で一番美しい村連合を含めながら新しい交流の仕方を模索していくとの答弁だ

ったと記憶しているんですけども、具体的な見直しだとか新しく取り組む事業があって 100 万

円ほど事業費が増えたのかその内容について御説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 交流事業の関係でございます。今回昨年と比べましてですね。予算が増えている主な理由でご

ざいますけども札幌で行われておりますオータムフェスタそれら等のイベント等に参加の経費を

今回昨年なかった分で見ている部分がございまして、その部分が増加になっているということで

ご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 オータムフェスタとかいろんなイベントをどこに位置付けて行くか。本来の都市農村交流とい

うあり方で東京、札幌、関西圏でもいいんですけどそういった物販中心とした町の観光とか含め

たＰＲ事業、それを都市農村交流事業という考え方でやっていくことが本当に妥当性があるのか

どうか、昨年の色んな一般質問の中で交流のあり方を見直していくって話をされただけでイベン

トに行くやつを足したというだけの話と本質的には違うんじゃないかというようなそういった感

じを受けるわけなんですけども、その辺の鶴ヶ島との交流についても非常にその見直しが必要な

時期に来ているということもお話されたと記憶していますし、そういった中において単にそうい

った物販等のＰＲ事業という形と都市農村交流と全く意味合いが違っているんじゃないかと思う

んですが、当然今後先程も言いましたように第６次の中でいろんな議論があるでしょうし、まち・

ひと・仕事の中において交流人口の拡大とか関係人口の拡大などから、定住人口移住という、そ

ういった人口減少対策等を含めた部分で本当にきちんと戦略していかないと単純に物売りに行っ

てきますとかとＰＲしてきましただけで事業効果が上がってきているというふうにはどうも見え

ないというのが私自身の非常にうがった評価かもしれませんけども、その辺の考え方というもの

を都市農村交流の本来のあり方ともどのように押さえられているのか、もう１度再度ご答弁をお

願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの都市農村交流の関係でございます。当然、イベントに行って町をＰＲするだけがこ

の事業だとは思っておりません。今現在鶴ヶ島等々ですね。人的、物販の部分の交流は行ってご

ざいます。当然それだけではなくて、執行方針にもありましたその他交流先についても日本で美

しい村連合の加盟町村になるかわかりませんがそこらも含めてですね。模索検討していきたいと

いうふうに思ってございます。都市とうちの町の農村部分にもきちんとした交流、今後いろんな

部分で図れるようイベントだけではなくて物販だけではなくて発展した中で交流が図れればなと

いうふうには思っているところです。なかなかそこまでいかないのが実態でございますけども今

後、この都市農村交流部分について十分どのような形で交流していくのが良いのか見直しをかけ

ながら進めていければなというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 
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 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

 十分その辺の見直しを含めた中で執行段階で内部的な協議もいただきたい。基本的には繰り返

しになりますけど町長の町政執行方針の中にきちんと言葉で示されたものがきちんと施策事業と

して出てきて、そして予算に反映されていくという一連の関係性がもっとシビアにやっていかな

いと町政執行方針は方針、予算は予算、事業は事業、そういったあり方というのは本来しっかり

と。当然、予算協議を予算編成の段階で原課それから政策的な部分で理事者とも協議やっている

わけですからその辺やっぱり整合性を持った展開というものがどうしても求められていくと思い

ますんで、その辺の現段階においてはどうのこうの言いますけども執行段階においてしっかりそ

の辺を踏まえた中で予算の執行事業執行に当たっていただきたい、このように要望いたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの古谷議員からの御意見等を参酌しながら事業の執行にあたっていきたいと思ってお

ります。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 60ページの一番下段のところです。町民海外派遣研修事業、昨年もこの海外派遣にこだわらず

国内に目を向けてはいかがですかということをお話しさせてもらったんですが、昨年度はニュー

ジーランドに１名の方が行かれて大変いい勉強されております。でも今年度はまたゼロで、ここ

数年間を見てもたった１人の研修実績ということで、尚且つまた来年度予算に同じ金額を予算計

上しているということはこの海外研修事業というのに非常に重要性を持っているから 180 万円

という金額を計上してきているんだなというふうに理解しますけども、であるならばもう少し行

って勉強してもらうようなお膳立てですとかＰＲですとかそこら辺をもうちょっときちっとする

べきではないかと思うところです。それが１つの要望と海外研修にやはり特化することなく、国

内にも目を向けた方がこのお金を有効に使えるんじゃないかと思うところですけども、そこにつ

いてのご意見を伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 ただ今御質問いただきました海外派遣研修事業でございます。昨年度お１人、この制度活用さ

れていかれましたけども、本年度はゼロという状況でございます。当初始まりはニュージーラン

ドモトエカ町とオーストラリアという形でパッケージを組んでやってきた。それが平成 20 年代
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に入ってから逆にパッケージではなく、自由に自分の行きたい研修ということで逆にフリーな形

で活用できるように見直しをかけて御利用いただいている実態もございました。ただ、しかしな

がらここ数年におきましては極めて利用実態が少ない状況がございます。これにつきましては、

社会教育委員の会議の中でも現在議論をしております。そして令和２年度に策定をいたします社

会教育委員の会議の中ででも、この事業のあり方について一定の方向性を出していきたいなとい

うふうに考えております。これにつきましては国際交流事業の側面もございますので、この部分

は町の考え方と整合性をとりながら進めてまいりたいというふうに考えております。国内研修で

ございますが、これにつきましては議論はしているところでございますが、まだ色々賛否といい

ますか、これはこれ、また国内は国内研修、色んな意見がございますのでまだ詰め切れてないと

いう状況でございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 フリーにしたことでハードルがあったんではないかというふうに理解するところですけども、

せっかく清里町はモトエカ町と姉妹交流を結んでいるんですから、そこら辺も含めながら事業の

見直しということを検討していただきたいと思います。加えて、国内の研修事業ということに対

しても是非検討をお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 フリーにした部分、これについても賛否あるかと思います。そしてまた団体旅行となりますと

どうしても特定の目的になってしまうという部分もございますので、その辺についてはやり方検

討はこれまでもしてまいりました。国際交流の視点がございますので数年に１度はきっちりモト

エカ町に訪問する形のパッケージこれもしっかりと組んでいきたいなというふうに考えておりま

す。国内研修につきましては過去には青年や女性という世代での国内研修という事業もございま

したので方法、やり方につきましてはここに捉われることなくあると思いますので今後議論し新

しい計画の中で何らかの形で反映できるよう検討してまいりたいと考えます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。次進みます。 

 ５項町税費、１目町税費、60から 61ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なしということですので、次進みます。 

 ６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、61から 62ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君) 

 次に進みます。７項選挙費、選挙管理委員会費、62ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なしということですので、次進みます。 

 ８項統計調査費、１目各種統計調査費、63ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なしということですので、次進みます。 

 ９項監査委員費、１目監査委員費、63から 64ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ここで説明員交代となりますが、質問漏れありませんか。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 質問漏れということで、３項開発促進費、１目企画振興費の中で 58 ページになるんですが、

ＪＲ関連対策事業費なんですけれども、去年の当初予算の中になくて補正の中にも入ってなかっ

た車庫借上料 50万ってあるんですけど、これって何なんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 この車庫借上の分でございますけども、緑の温泉で令和元年度行いました小型モビリティーの

関係のそれを収納する車庫の借上料でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。 

 なければここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて、質疑を再開します。 

 10項総合戦略費、１目総合戦略事業費、64から 67ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 67ページの一番下段、環境情報番組制作事業負担金、これについてどのような事業なのかの説
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明をお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの一番下の環境情報番組制作事業負担金でございます。これにつきましては道内の民

放のテレビ局との連携によりまして、オホーツクエリアの５つの市町村の取り組みを紹介する番

組の制作を行う予定となってございます。この番組制作に一緒になって連携して行っていくとい

うことでこの事業については市町村の紹介がありますけども町の環境、景観、食、特色ある取り

組み暮らし等、その魅力を発信する番組となる予定でございます。この事業に対しまして 100万

円ということで、予算の方を計上しております。 

なお、この番組に当たりましてはふるさと大使であります岡崎朋美さんがレポーターとなりま

して番組制作に加わっていただけるということもありまして清里町としても連携しながら番組制

作を行っていきたいということで、今回 100 万円計上させていただいたところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 それでは総合戦略事業の 65 ページの下の方の、清里町移住おためし住宅事業補助について。

まず、この３年間の実績をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

 今の御質問でございますけど、ただいま手元に実績の資料を持ち合わせておりませんので、後

ほど答弁させていただければなというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今そこに資料がないということなのでそれじゃ、そのうちの実績の中で移住して来た方は何組

いるかもわからないということでいいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 
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 大変申し訳ありません。実際移住してきた方についても後程報告させていただきたいというふ

うに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今までこのお試し住宅、たしか清里町２軒持っていったというふうに私は認識しておりますが、

これはこの事業というのは、そもそも移住を希望している方へ用意してある住宅でありまして、

あくまでもこれは観光目的で、この辺を周遊している方のものではないというふうに理解してお

ります。 

そしてこの度新栄小学校の横にあります住宅についても最終的にはこういったお試し住宅的な

もので使用していきたいということで戸数が増えるわけなんですが、実績として移住をしてくる

方が少ないということになったら、やっている意味があるのかなと思うんですが、先ほど課長答

弁の中でまず移住してきた方の今の数字がちょっとわからないということなので何とも言いよう

ありませんが、あくまでもこれ観光協会が窓口になっておりますけれどもあくまでも観光目的で

ほんとに来られる方に対しては十分そこら辺を見極めた上で貸してあげていただきたいというふ

うに思います。その辺を勘違いして内地の方から観光目的でキャンピングカー持ってこっちへ来

たりする方も中にはいるようですので、その辺十分吟味をしていきながらやっていただきたいと

いうふうに思います。後で資料いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまのあのお試し住宅の関係でございます。お試し住宅で清里町のちょっと暮らしといい

ますか、そういう形で体験をしていただいて、移住定住に繋げていければなということでこの事

業をやっているところでございます。観光協会の方にこの事業についてはお願いしながらやって

いるということで、今、議員からあった通り、目的については移住定住に繋がるようにというこ

とでこの事業やっております。今後それに繋がるように十分に検討していきたいと思います。  

 先ほどの御質問の答弁させていただきます。移住体験おためし住宅ちょっと暮らしの年度別の

滞在者ということで、30年度については 17組で 44名の方、元年度、まだ途中でございますけ

ども 10 組で 35 人という移住の体験、お試し住宅の体験でございます。そのうち実際に移住さ

れた方ということでございます。今までこの事業 26 年から 30 年までの数字ということでご理

解いただきたいと思いますけども、ちょっと暮らしを経験して移住された方が５世帯 11 人の方

が実際に移住されたということでございます。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 
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 わかりました。５組 11 人ということで決して多い数字ではないですけどもこういった地道な

活動で１人２人また増えていくのかなというふうに思いますんで、その辺を十分踏まえた上でこ

の事業も進めていっていただければというふうに思います。 

 続いて、次のページの日本で最も美しい村連合事業費についてお伺いしたいと思います。年間

経費 199 万予算計上されているんですが、そのうちこれ連合の負担金が 66 万１千円、来年度

は 66 万１千円で今年度は 57 万円でしたか。この予算はいいんですけど、そもそも日本で最も

美しい村連合に加盟したということを知らない町民の方がいっぱいいるんですよ、今でも。４年

ぐらいになりますか。入った当初は町の広報等でも時々載せてやっていたんですが、最近そうい

った記事がほとんど見られなくなって、町民の方もほとんどこういったその連合に入っていると

いうことを忘れている方もいっぱいいると思いますが、最近ちょっと薄れているのかなと。その

辺もうちょっと住民周知をしながらやらなければ駄目かなと、それでないと入った意味がない。

というのは、交流人口は増えてもうちの町の町民がそれすらも知らないというのは恥なんですよ、

実は。せっかく入って全国で 70 何箇所ですか、ありますけども入った意味がなくなるようなも

のでは本当に無駄な経費になりますので、その辺のまずその住民周知を今後どうやっていくのか、

お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの日本で最も美しい村連合関係の御質問でございます。この連合に加盟した関係の住

民周知の関係かなというふうに思います。加盟したということで加盟しただけでは、当然駄目と

いうふうに考えております。加盟した意義を踏まえて交流人口や町のＰＲ事業とかいろんな面で

進めていければなというふうに思っています。 

住民周知に当たりましては今現在も１日発行の町の広報誌には確かにスペース的にはそんなに

大きくはないんですけども、前月美しい村の関係について住民に知っていただくということで記

事については毎月掲載をしているところでございます。 

また、その他にもホームページ等にも連合の関係を掲載しながら住民周知を図っているところ

でございます。今後も広報等を使いながらまた美しい村で事業等も行う予定をしてございます。

住民を巻き込んだ例えば日本で美しい村ということなので、今年度北海道の連携会議が昨年令和

元年度も行ったんですけども統一的な町を綺麗にする運動とかも含めまして、そういう周知も含

めて、住民にきちんとこの日本で最も尽くした連合に加盟したということを色んな媒体を使いな

がら周知を今後も図っていければなというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 それを踏まえて少し具体的な話を聞きたいと思うんですが、正直この連合に入る前、それから

入った後について清里町に来町されている交流人口の変化というのはどのようになったのか具体

的な数字があればお聞きしたいと思います。 



 

137 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 この日本で美しい村連合に加盟した前後で交流人口の比較等は実際にはないわけでございます。

ただあの事業としてこの中でスタンプラリーとか色々やっているところでございます。それに基

づきまして当町にもスタンプラリー周遊の事業でございますけどこの関係では 500 件というこ

とでその方たちがうちの町の方に来て滞在なり交流も含めて行ってきたということでの実績しか

今のところ捉えていない部分でございますけども、１つの事業スタンプラリーの部分では 500人

ほど来られているのかなということでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 しっかりとした数字がないということなんですが、数年前までたしか交流人口の推移というの

は宿泊施設だとかそういうところを計算しながら交流人口の推移というのは出していたはずなん

ですよ。それと第５次総合計画の最終年に当たる年のたしか今ここに資料はありませんが総合計

画の交流人口の平成 31 年度の目標が確か 50 万人だったと思うんですよね、私の記憶で。そう

いったことを踏まえて何年か前にこの美しい村連合に加盟して、町長もおっしゃっていましたけ

ども、交流人口を増やしていくんだと言う旨の発言をされていました。この項目についてどうい

うふうに交流人口の変化が変わったのかをお伺いしたかったのですが、数字がないということな

のでどうしようもないんですけど、是非やる前とやった後の数字ぐらいは出して行って欲しいと

思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 議員今おっしゃった交流人口の関係については、年度ごとに交流人口全体の数字については押

さえております。今資料を取りに行っております。ただ今この美しい村連合の加盟した関係で、

どれだけ増えたかというのはちょっとその部分だけでなかなか数字が出しにくいわけでございま

すけども、加盟する前の年、また加盟後の部分での全体の交流人口についてはこれから資料をも

とにお伝えしたいというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 私はこれに加盟したから何人増えたじゃなくて例えば入る前、前年度は１万人だったやつが入
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ってから１万２千人だったんですよというそういう数字が欲しかったということなんですよ。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 67 ページの清里交流環境推進事業費に 330 万２千円の関係について先ほど環境情報番組の

制作で新しく 100 万円負担金が出ましたと。広告料は 50 万、それと交流観光推進業務委託料

121万、広告料については前年 100万円補正で計上し、きっとそのテレビ番組をつくるからこ

っちの方で少し予算調整したのかな、50万円と受けとめているわけですが、具体的な広告料今回

取り組み、交流環境推進の業務委託料の中身を明示いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの清里交流環境推進事業の関係でございます。広告費につきましては雑誌等いろんな

部分で精査しながら若干昨年と比べたら減っている部分があるかなというふうに思います。一部、

移住の方に持って行った部分もございます。 

また、清里交流環境推進事業の業務委託料の関係でございます。数年前から交流人口増加のた

めに民間旅行会社の方と連携をしながら、また当町の観光協会とも連携しながら交流人口増加の

ためのプログラム、色んな部分、清里町の景観ですとか食とか生かした部分の事業を構築しまし

てそれを進めていく関係で民間の旅行会社と委託契約を結んでいる予算を計上させていただいて

いるところであります。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 内容については了解しました。今、観光振興計画を持って来ているんですけども、令和２年度

はこの振興計画４年目に入っているというふうに理解して、ほぼそれぞれ昨年の補正でも質問を

させていただいたところがあるわけですけど、実験的事業でなくてもう４年目になるわけですか

ら、具体的な商品化だとかそういったものがきちんとしっかり出来上がっててそこできちんと事

業展開できるような形の中で予算化されているのかなと思ったら今委託先のお話でということで

明確な完全商品化かどうかわかりませんけれども、そういった形になって今年はやっていくとい

う理解をしたいと思いますけどそういった形でよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 
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 先ほどの委託事業の関係でございます。これについては実際に旅行会社の方と旅行商品を開発

また販売の方もしているところでございます。また、その他にこの事業ではＷｅｂの発信の構築

ということでそれらの事業についてもこの中で行っているということで今後もこの事業を展開し

ながら交流人口の増を図っていければなというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 観光振興非常にある意味では重要な事業だというふうには認識しているわけなんですけれども、

例えば今言ったような形の中でいくと、どうしてもやはりモデル的な事業だとか、実験事業とい

うところに留まってしまって、具体的な経済循環に繋がるものがないだとか。例えばもう既に旅

行業法の中でも決算委員会の中でも質問させていただきましたが、地域限定の旅行業の許可とい

うのは規制緩和で出る形になっている。４種の旅行業法のほとんど取れる、ほぼ講習程度で取れ

るという受け皿の基盤を地域の中で観光協会なり委員がしっかりとつくっていくようななければ

同じように外にアウトソーシングということでそういったものが、通常化、日常化した中での展

開がなかなかしていかない。次のステージをきちんとやっぱり枠組みとか作っていく必要がある

んじゃないか。それから広告でも雑誌広告で 100 万円あったのを 50 万に減らしていく、それ

は悪くありませんけれどもまた今回新しく５町で共同で地上波なのか、ＢＳなのかわかりません

けれどもテレビ番組を作っていく。これは現実的に今の時代に１回だけテレビ放送を作ったから

といって、それが波及効果がどれだけあるか。良い悪いじゃないですよ、基本的にはインターネ

ット等のテレビでつないで番組制作を 10 万程度で作っていく、それをシーズンごとにやってい

くだとか、あとはユーチューブを使いながらやっていくだとか、全く違った形の中でほとんどの

観光振興に携わっている市町村がそういった非常に少ない経費で波及効果があるものにどんどん

切り替えて行っている。だから非常に従来型のものを否定しているわけじゃないんですけどやっ

ぱりそこら辺の仕組みとかをそういったものをやっていかなければ交流人口や関係人口そういっ

た取り込みに対して波及効果が非常に薄いというのが実態じゃないかというふうに考えますが、

その辺の方向性というものをとらまえた中で今回の予算を計上されているかどうかその辺も含め

てもし担当課としての考え方があれば担当課長としてお示しいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問でございます。先ほどから申しております民間の旅行会社との部分について

は 30 年度まで実証実験的なものをやりまして 31 年度からと商品化ということで進めていると

ころでございます。令和２年度についてもその部分についてさらに発展するようにきちんと交流

人口に繋がるように実績ができるようなプログラムができればいいかなというふうに思っている

ところでございます。後段ありましたテレビ番組の話も出ました。いろんなユーチューブとか色

んな部分での媒体があるのかなというふうにも思ってございます。それらもきちんと研究しなが

ら、当然実効力のあるものといいますかきちんと波及効果のあるものを模索しながら交流人口の
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拡大に繋がるような観光振興に繋がるような展開できればなというふうに言うところでございま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 十分了解しました。しつこくなって申し訳ないですけれども、やはりこういった観光振興、非

常に重要な役割を果たしていくということは事実ですので、そこにおける人材の確保等を含めた

部分であり、受け皿としてもきちんと先ほど申し上げたとおり地域限定の旅行業法における許可、

それと第４種なし第３種の資格を持った人間を地域づくり協力隊等でしっかり獲得していくだと

かしっかり組織の中で仕組みをつくらないと次の正常なための規定で結局は大手のＪＴＢとかだ

と言いませんけれどもアウトソーシングして商品化するというけども結局お願いする形しかない

ということで地元における人材確保と事業の経済循環さらに新しいＩＴ環境やインターネット環

境を作った中で小さな経費で効果があるＰＲや宣伝の仕方というものをもう少し積極的に、その

ためには人材をきちんと投入していくということがなければできないわけでして、そういった方

向転換をただここに書いた計画に良いことたくさん書いてあります。そこを実際に具体化してく

るのは人材やソースが存在しない中でこれをやっていくというのは非常にしんどいというところ

があって既に４年目に入りますからその辺の展開のあり方というものをもう１回しっかりと町と

関係団体との間で練り上げた中で事業をスタートさせていただきたい、このように考えておりま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま古谷議員から御意見等ございました。今後今言われたことも参酌しながら関係団体と

も連携をとりながら十分にこの事業を進めていきたいというふうに思っているところでございま

す。 

それから先ほど池下議員から交流人口の関係の御質問がございました。美しい村に加盟したの

が平成 28 年ということで、平成 27 年からの交流人口の数値をお伝えしたいと思います。平成

27 年度におきましては 40 万 2,450 人、平成 28 年については 38 万 1,370 人、平成 29年

については 44万 9,686人、平成 30年につきましては 41万 4,097 人いうような交流人口の

推移となってございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。なければここで説明員交代となりますが、質問漏れはないですか。 

 暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君) 
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 休憩を解いて、質疑を再開します。 

 ３款民生費、１目社会福祉総務費、68から 69ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 １目の社会福祉総務費の高齢者等の暖房費等支援扶助と難病者等通院交通費扶助、例年不用額

が出ていて執行率が低いというふうに認識して、新年度についてもほぼ当初組んだ数字での部分

で予算が計上されていると理解していますが、その辺の要因と対策ってのは非常に難しいところ

があろうかなというふうに思うんですけども、どのように捉えているのか御答弁願いたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいまの古谷議員の御質問であります。高齢者等の暖房費支援扶助、それから難病者等通院

交通費扶助に関係していて不用額が多いよということで御指摘いただきました。高齢者等の暖房

費扶助につきまして本年度から 100 万円だったのを 120 万に上げて若干ですけど、また３月

31日までなので、まだ正確な数字は出てないですけれども実際の申請者数は増えております。増

えてはいるんですけれども、いざうちの方で審査をしてみますと、やはり所得がオーバーしてい

るというような方もいらっしゃるのが現実でありまして予算の範囲内では収まるような形なんで

すが、議員おっしゃられた通り不用額の方は出てしまうのかなとこのように考えてございます。

ただ、この金額をもってして予算計上している理由につきましては、やはりその年で所得が変わ

ってくるような状況でございますので不用額が出てもしょうがないというような形で予算措置を

しているということで御理解いただきたいと思います。 

それから難病者の支援事業費こちらにつきましてもその時その時によって対象になる方、まず

病状ですとか介護の関係ですとか色々諸々の関係がございます。その中で所得制限もありながら、

難病者等通院交通費の方を助成しているわけでございまして、該当者が減っているという部分も

ございますので、不用額が出ているということでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。次に移ります。 

２目障害者自立支援費、69から 71ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 70 ページの障害者計画、障害福祉計画ニーズ調査策定業務委託料の関係で昨年 12 月、一般

質問で非常に重要な計画になってくる、これは特に就労支援等を含めた部分、障害児への支援そ

ういった幅広に地域包括的な支援のあり方みたいなものを町としてのあり方、さらに社会福祉協

議会等に委託している事業のあり方ということを総体的に見直しながらやはりきちんと底支えし

ていく必要性がどうしてもやっぱりないとは言いませんけども非常に当町においては弱い部分が

あったということも含めて、その辺の部分での今回の計画の重要性というものをどのように認識
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されて取り組んでいかれるのか、それともう１つあわせながらどうしても当町の色んな計画なん

ですけども関係者を中心とした策定委員会だとかという形の中で、どうしても専門的知見を本当

に入ってきていないというのがきっと予算の中でどうなっているのかということもあるでしょう

がコンサルにお願いする。それとそれぞれの関係団体の方々の代表者という形の中で計画をつく

るというのを非常に特に障害者の関係についてはそれぞれ法律もどんどん変わってきているとい

う形の中で、やはりある程度外部の専門的知見を入れながら、それと地域の実際の業務に携わっ

ている現場の方々、それと関係者といったそこに行政が加わっていくという形がなければ実態に

沿ったものじゃなくて名前を変えればどこの町なのか隣の町なのかうちの町なのかわからないよ

うな計画の中で進めざるを得ないところに陥ってしまう、そういった傾向が非常に強くあるとい

うふうに自分としては受け取っているんですけど、その辺の具体的な計画策定に当たっての考え

方、方向性を現時点においてどのように考えられているのか、お示しいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただ今の古谷議員からの障がい者計画、障がい福祉計画ニーズ調査策定支援業務委託料の関係

でございます。昨年の 12 月の一般質問において色々な御質問があったところでございます。私

どもも障がい者の方の一般就労に向けた 18 歳以降の、これがやはりうちの町では弱いところな

のかなと認識しているのは事実でございます。中学校卒業して高校、中標津にある養護学校です

とかそちらに行ってクリーニングに特化した事業をやって、その後そういうところに一般就労に

行っているというのも事実でございます。そんな中うちの町ではないんですけど、隣町では社会

福祉協議会において就労に繋がる部分、こちらをやってはいるんですけども実際に、資金源がや

はり向こうでも大変なんだということが私どもの方には入ってきております。うちの町からも１

名の方が実はそちらに行ったんですけども交通費の関係、やはりそこの部分が弱いところでござ

いましてそれらについて今後どうして行かなければいけないのかなというところがこれからこの

計画におけるニーズ調査も含めてですけども、やっていかないといけないところなのかなという

ふうに認識はしております。そんな中で議員からもお話ありましたけどもコンサルですとか関係

者どうするんだというところがございます。まだその辺は詰めていないのが現状でございますが、

議員から御指摘、御教示いただいた内容については中で検討しなきゃいけないかなとは思ってご

ざいます。ただやはりうちから誰々さんやってくださいではなくて、やはりここはやっていかな

いといけないとございまして、例えば障害を持たれたお子さんの親御さんですとかそれらの方の

御意見も聞いて今何が必要なんだというところのニーズを把握しないと、より良い計画になって

行かないのかなとこのように考えておりますので今しばらくお時間をいただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 内容については十分理解しました。ただあわせながら計画をつくっていく段階の計画をしっか

りと執行するための受け皿づくりというものも当然必要なわけで、従来の組織団体だけではなく
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して事業所、例えばＡ型通所とかＢ型なのかとかそういったことを含めたり、さらにはこれも一

般質問の中でも行いましたけど公共事業等におけるそういった雇用機会の創出が障害者に対して

出来ないのかだとか、切れ目のないやっぱり支援というものを担保するだけのやはり受け皿とい

うものを先般も障害を持ったお子さんのお母さんと話して町内の事業所が受け入れていただいて

非常に自信を持ちながらサジェスチョンやっていければ普通の方々と同じまたは同じ以上の仕事

をされている。それはやっぱり環境条件をきちんとつくってくれて安心してそこで生涯を暮して

いくとそういったもののあり方が計画だけはなくして計画を担保する仕組み、受け皿というもの

を並行しながら作っていくことが必要になっていくと思うので意図しながら計画だけを作るのが

目的ではなくて最終的なそういう受け皿をつくりながらそこで地域の中で障がい者の方々が暮ら

していける切れ目のない支援がしっかりと行政だけじゃなくて地域全体の中で行われていくとい

う本来的な包括的な支援の仕組みのあり方みたいなものをしっかり目標として取り組んでいただ

きたいこのように考えます。 

 

○議長（田中誠君)  

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいま議員から種々いろいろなお話をお聞かせいただきました。その中でもやはり障がい者

は議員さんも御存じだと思いますけど身体ですとか精神ですとか知的ですとかいろんな種類の障

がいがあってなかなかうちの町でＡ型の就労支援、それからＢ型それらが実際に出来るかという

となかなか難しいところあります。近隣ではやはり網走市ですとか北見市ですとか、そういうと

ころもありますので上部団体である相談するところがありますのでそういうところにはうちの福

祉介護グループを通じてご両親からのお話を聞いてそこに繋げていく、この体制づくりというの

をもうちょっと強化していくというところで進めていかなければいけないのかなと。うちの町で

解決ができればいいんですけども、なかなかやはり難しいというところがありますのでそういう

相談業務の方に強化を入れながら進めて行きたいな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) 

 他、よろしいですか。それでは次進みます。 

 ３目福祉サービス事業費、71ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なしということですので次進みます。 

 ４目老人福祉費、71から 73ページ。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 老人福祉費、ケアハウスきよさと運営事業費、73ページになります。その中のケアハウス太陽

光発電送電協議委託料というものがあるんですが、これはどのようなものですか。 
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○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 僕も初めて聞いた時にですね。正直言って何だったかなというのがございまして簡単にご理解

できるように答弁したいと思うんですが、簡単にちょっと説明させていただきます。ケアハウス

の太陽光ですけども、議員御承知だと思いますけども、売電じゃなくてケアハウスの中で使うと

いう太陽光でございます。 

売電しないということでありまして、ケアハウスの電気の使用量これが発電量に行かなければ

実は発電がストップしてしまう施設でありまして、この協議をやることによって電気を北電の方

に流せるといいますか。ですから発電がずっと出来るよと。使用料に関係なく。という形であり

まして調査をすると発電する中の15％ぐらいが発電がストップしているのが現状でございます。

ですからこの金額をかけて協議してＯＫをいただいたら逆に言うと 15％止まっているんで電気

を買っていることになるんです。せっかくの発電が上手く進んでいないというのがございました

ので、今回これをやってトータル的には持ち出しが少なくなるという形で進めたいということで

予算を計上しているということでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 私も余りこの辺専門的な知識持ち合わせてないのでなかなか理解に苦しむところですけども、

要は今の答弁でいきますと、もともと太陽光発電を行っているんだけれども施設内においてそこ

までの電気の供給がいらなかった時にそれがある程度まで行くと発電自体が完全にストップして

しまって普通に北電から普通に電気を買わなくてはいけない。それをなくすためにあえて中で使

用はしないんだけれどもその分北電で買っていただきますよということでしょうか。もう１回お

願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員おっしゃられたことは途中までは完璧でございます。買ってもらうのではなくて電気を流

させてもらうんですね。そういう契約になります。発電をそのままずっと続けているのでそこで

残っている電気と言いますか、それを北電側に流させてもらうということでご理解をいただきた

くしか…、私の説明があれなんですみません。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 
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 たびたび申し訳ないです。余ったものをそこの発電の場に置いておくわけにもならないから逆

に逆流じゃないですけど流させていただく。イコール北電に電気が行くということなんですね。

その北電はその電気は買ってもらえないということなんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 もともと買うような計画になっておりませんので、その流させていただくことによって発電が

ずっと太陽が出ている間出来るということになりますので御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 素人感覚で話してしまうんですけれども、ということは余剰電力があって、もちろんその余剰

電力があることによって発電がストップしてしまっても捨てなきゃならない、それを北電引き取

ってください、それを引き取ってもらうための協議委託料が 30 万円かかるんですね、それは北

電との協議ということになるのかな。それは単純ですけど北電にしてみれば電気はもらえちゃう、

お金ももらえちゃうという感じですけど電気業界ってそんなもんなんですかね。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 これは来年度だけの金額になりますけども、そのまま電気がもらえちゃうと言うとその通りに

なりますけども、町としては今度その分電気を買わなくてもいいような形になりますのでトータ

ルするとプラスになると町の方が。ということで御理解をいただきたいと思います。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 理解しました。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 ちょっと関連するかもしれませんけども、エアコン設備、次年度予算で計上されています。ケ

アハウスの管理費の部分における暖房の部分で、このヒートポンプもあわせた中での暖房という

ことでなるべく管理費と光熱費を低く抑えたいという形で色々入居者に対する軽減策ということ

で打ってこの施設が出来たわけです。 

今回種々色んな事案がありまして、ケアハウスを設置する予算計上になったと思うんですけど
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伊藤議員のまず１点目ですけども、今このエアコンをつけた段階によって 50 機つけるとそれだ

けの消費電力が必要になります。今の話からいくと余った余剰は無償で出すんですけれども恐ら

く夏場は逆にエアコンの稼働によって消費電力が上がると北電に流す量というのは恐らく夏場か

短期間ですけどもそれは発生しないかなというのが想定されるんですけど、そのような議論もま

ずされたか確認はされたのか、そこだけお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 今議員おっしゃられたとおりでございます。エアコンを使う、それがどれくらいの期間になる

かはその年の天候によって変わると思いますけども、今先ほど言いましたように、15％発電が止

まっている時間があるんですけども、エアコンを使うことによって発電が満度に動くという部分

がございますので、それらも合わせた形の中の協議になるということでご理解いただきたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君)  

 そういうようなある面、そういうメリットがあるという説明をいただきました。もう１つ、入居

者に対する管理費の部分、暖房費ということで当初低く抑えるということで、ただ、あのシステ

ム、ヒートポンプです。暖房に関してはそれなりの効果がある程度夏場もそういう部分である程

度の冷房とは言いませんけど冷涼な対策でという説明を委員会でもありました。 

今回エアコンを設置することに伴い、その管理費におけるエアコンの事業等々で従来であれば

管理費にオンというかな、ある程度管理費用を上げるのかという議論はあるかもしれません。そ

れは委員会では今までないんですけども、そこら辺の考え方所管としてどのように捉えているか。

今後その管理費の中でその夏場と冬場の管理費にある程度若干の管理費の負担をお願いするとい

う考えがあるのかないのか、そこら辺お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君)  

 ただいま議員おっしゃられた通り、当初建設の時にも多分国民年金でも入れるような形でなる

べく抑えたいというのは多分協議されてきたのではないかと思います。おっしゃられた通り、居

住費、家賃に係る部分は１万円、それから暖房費と申されましたけども電気料関係ですね。それ

らは５千円という形で試算をして大体７万幾らから８万幾らと言う事で夏と冬で金額が変わって

いるような状況でございます。 

今進んできておりまして今度エアコンを設置すると。それではどれだけの費用が出るのかとい

うのはこれから見なきゃいけないところでございますが、今のところは値上げですとか、その辺



 

147 

は考えてはございませんけれどもエアコンを設置したことによってどれだけの費用がかさむのか。

それから、今１年半ですか、使ってきましたのでだんだんとランニングコストの方が見えてくる

ような形になっておりますので、その部分でどうしてもっていうことになってくればやはり議員

の皆様方と協議をしていかなければいけないのかなとは思っておりますが、現在のところエアコ

ン設置については町長、副町長も含めた中で値上げだとかいう話についてはやってはございませ

んので、そのままの形で流れてランニングコストを見て必要とあれば、また協議をするというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 エアコンということでもう１点確認だけさせていただきたいのは、冷房だけの設備なのか暖房

もあわせ持った冷暖房というようなエアコンあるんですけどもそういうものなのか確認だけ。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 暖房につきましてはそのままヒートポンプですので、冷房のエアコンだということでご理解を

いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

冷房だけということでこれだけの予算計上ということで理解しました。あと設置的な部分で委

員会でもルール説明があったんですけども１階、２階、３階建ての建物ですから、そこのフロア

ごとにどこに熱交換器というかそれを設置するかということが先般の委員会でもありましたけれ

ども、やり方によってかなり工事費も高くなる。あるいは施工する時期をどうするのか、あるい

は穴を開ける事案が間違いなく出てくると思うんですけども、そういった意味で適正な工事単価

の設定の案かどうなのか、そこら辺はある程度の予算の中ではしっかりと見ていると思うんです

けども、どうしても入居されている方がおりますからその工事する時期というのが本当に慎重な

部分があるのかなと思いますけど、そこら辺どのように考えておられますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 設計の段階ではやはり技師の方に見積もり、それから金額を出してもらっておりますので、こ

れは適正か適正でないかというと、私は適正だというふうに判断しているところでございます。
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また、議員おっしゃられたとおり、既に入居されている方がいらっしゃいます。それで実際には

やはり穴を開けなくてはいけない部分が出てきますので、なるべくその工事の時期を短くしない

といけないよねというのは設計というか、うちの技師とも話しながらやっておりますので一番良

い時期、それから入居されている方が例えば３階の娯楽室で何か行事をしている時だとかそうい

うのを見計らいながらやっていかなければいけないのかなと。これにつきましてはやはり指定管

理者であるケアハウスの社会福祉協議会の方とも時期をお話ししながら進めていくということで

御理解をいただかなければいけないんですけども、ただやはり昨年できますと８月の１日から少

しその間、その辺がすごい気温が凄い上がった時期でございますので、その以前に工事はできれ

ば６月中ぐらいには終わらせなければいけないのかなとこのように考えておりますのでご理解い

ただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 ルールのお話を聞いた中で設置の時期だとかあるんですけど、やはり管理費用の部分、今後の

中どのような形でデータというかな、やはりかなり高額な電気料の部分が発生するかもしれない。

そういう部分もやはり検証しながら委員会等々にしっかりと報告という形で提示していただけな

ければならないかと思いますので、そこら辺も重々考慮していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員ご存じだと思いますけれども、電気料の基本料金については１年間トータルでその月の一

番高い時が基本料金でずっと流れてしまいますので、先ほど伊藤議員からの御質問のありました

電気を流すというシステム、これがどのような形になるか上手くいけばピーク時を抑えることも

できるのかなと思っておりますので、できるだけそのような形になるように色々とやっていかな

いといけないところでございますけども、動いているということでご理解をいただかなければい

けないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

  

○２番（古谷一夫君) 

 関連した部分で冷房施設の関係なんですけども、今前中議員の関係でエアコン冷房専用の施設

をつけるというそういう形で暖房だとか空調併用とかそういったものではないというお話をされ

ましたけれども、実際に施設を運営している部分で基本的にヒートポンプの関係で、11月、12

月施設の構造的にロングスパンで、しかもその西側、北側東側等々で非常に寒いという話もある

一時期。逆に言えば今回そのしっかりと実態を、仕様書の話ですからつけました、やっぱり寒い

です、暖房併用の方が良かったですとそういった話にならないように、もう１回しっかりと指定
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管理者の方と入居者と実態をもう１度しっかり掴んだうえで、設計発注をしていっていただきた

い。また同じことの繰り返しにならないということが重要なんじゃないのか。聞き取りというの

がやっぱりしっかりとやはり指定管理者は当然でしょうけれども入居者も含めた中でどういう実

態なのか。東と西側の部屋で違うのか、１階、２階、３階では違うのかという、そういった実態

把握はやっぱり丁寧にやっていった上で工事をしていく必要があるんじゃないか、その辺の対応

を是非進めていただきたい、このように考えますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 冬場なんですけども、私どもの方に指定管理者の方からお話はないのが現実でございます。た

だ逆に言うと大丈夫なのかなというふうな考えでおりましたので、今回は冷房の形で設計をあげ

て金額という部分がございますので、これが冷暖房となるとまた変わってきちゃうのかなと思い

ますが、それらの中も含めた中で再度、担当も通じながら指定管理者の方こちらの方に確認をし

ていきたいなと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ヒートポンプの操作の関係もあると思うんですよ。逆に今の２月３月この時期、暑すぎる。き

っと 11 月、12 月は最初建物がＲＣで鉄筋コンクリートですから当然端々まで行くというか、

あとパイプを各部屋に。その辺は微調整とメインの調整と。その辺やっぱり１年半過ぎてきたの

でそのようなことも含めて実態にですねその辺のメンテナンスだけではなくしてヒートポンプ、

非常に設定が難しいと。メインの方の。各部屋の方の調整はある程度できるけどメインの方はあ

るだけ長いスパンの中でずうっと動いていますから非常にあれだけ長い１階２階３階通してのヒ

ートポンプというのはほとんどないんじゃないかというぐらいそういった設計上のこともありま

すから、チェックをかけた上で今言ったようなエアコン、冷房の関係についても施工も進めるよ

うに是非その辺チェックをやっていただきたいこのようにお願いになるんですけどよろしくお願

いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 社協の職員もヒートポンプ入り切りですとか操作の方法だとか屋外の天気とか気温だとか、そ

れによっても若干操作の仕方というのが難しかった部分もあるのかもしれません。今回２回目に

なりますね、今年になりますと。だいぶ操作の方を大丈夫になってきたのかなと思いますけれど

も、もしそこでわからなければ再度設計屋に来てもらって教えてもらうだとか色んな方法がとれ

ますので、議員おっしゃったとおりそういうようなことも確認しながらやっていかないといけな



 

150 

いかな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) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 視点を変えて、ケアハウスの運営業務委託料も指定管理でスタートしておりますけれども。予

算的には８千 328 万１千円という形の中で歳入の関係でいくと入所者負担等の中で約３千 57

０万程度を予算計上されてきて、その中５千万円程度が町から一般財源として出していくという

形になっていくと思うんですけども、今現在大体先日、委員会の方で 43 名から 44 名に増えて

きたという形の中で、当初設計この施設を建設する段階における運営計画の中においての一般財

源としての負担と入所者負担とが接近してきて計画どおり動いているというふうに理解してよろ

しいのか。５千万はきっと 49.…人が入れば、ほぼ当初計画通りの運営経費になるということで

現実的にはやっぱり５千万の一般財源を必要とする説明、毎年これが今後とも続いていくという

理解をしなければいけないと思うものですからその辺の状況当初計画における運営経費と 40 数

名になった段階における実態との乖離が生じていないのかそれとも大体計画どおり順調に来てい

るのか。その辺の現況についての説明をお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 計画でいきますと２年後に 50名満床になるということでやってきております。実質的には 43

名ということで満床になっていないのが現状でございます。常任委員会の中でもご説明したんで

すけどやっぱり 49.…人という形で見ておりましたのでその分で行くとやはり計画通りにはなっ

てないのかなと。ただ持ち出しが５千万にはなるかと言ったらもう少し減ってくるとは思います。

残りの部分については特交部分だとかございましてはっきりした数字は言えないというところで

ございますが、できるだけ早い時期に 50 床満床に向けた動きをしながら計画といいますか。そ

の数字に近いような形に持って行けるように努力は進めていかないといけないかなと。ただその

中で、やはり所得の低い人は７千円、５千円、３千円の町からの支援というのがございますので

そこの部分では、歳入の方が減ってくる部分ございますので、そこはやはり町の責任として、福

祉施設をつくったというところがございますので町の持ち出し、これはやはりやっていかないと

いけない部分なのかな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) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 それと当初軽費老人ホームという形の中で当然申請して許可を得て運営されているという中に

特定入所ですよね。その部分の関係については 20 床という理解で、何床で認可をとっているの

かもう１回確認をさせてください。 
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○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 特定入所の数ですけども特定入所者生活介護の部分でいきますと、50 の内 25、数値としてや

っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 お尋ねするんですけれども現在特定入所の関係でそう言った要支援１とか２、介護１・２、こ

の対応を現実的にやるという前提に立ってすべてについては軽度の部分で支援が必要な方たち、

介護という形の中の前提で 25 の枠をとってやってきたと思う。現在要支援１・２、介護１・２

の入所者の数というのは何名いますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいま資料を持ってきておりませんので後ほど御説明させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 当然この前の補正の関係で介護の関係の収入が 70 万円位あった、それは致し方ないというの

は同じく今回の予算の中で、高齢者保健福祉計画第８期の介護保険事業計画ニーズ調査策定支援

事業で約 418 万を予算計上されてかなりスピードを上げながら介護保険料の算定も含めてやっ

ていくという過程の中に今言ったように中間的な方当町においては要支援１、２や介護１、２の

受け皿がないという形の中で認知の専門のそういった受け皿の施設の関係、それとケア付き高齢

者の関係こういったものがない。その中で今これは６月定例会一般質問等でさせていただきたい

と思うんですけれども、そういった中で一方では特養の今度改築を計らうと、そしてまたクリニ

ックは療養型施設がない、結局介護３以上の方々の受け皿の部分と、自立の受け皿そして今ある

部分でのケアハウスが自立の方中心に全部入れてしまうと結局地域実態の中で取り残されていく

方々が沢山いらっしゃる。 

 そういった中で地域包括の横出しサービス等では賄い切れない実態が生じてきているのが事実

じゃないか。そういったものをどういうふうに今回の計画の中に盛り込んでいくのか、それと満

床になれば良いという問題でもない、そういった方々をきちんと受け入れる体制を前提としなが

らケアハウスの運営はされないと。そのための一般財源として毎年５千万、６千万入れても良い
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んじゃないかというそういった発想に切り替えていかないと。それともう１つあるのは要支援１・

２、介護１・２の方々を積極的に受け入れていくとなると今度はそこで働く人達の職員の体制、

現在も最初当初居た栄養士の方がいらっしゃらなくなって、きっと老健の方と一緒にやっておら

れるという、それは良い悪いんじゃないですけどもそうなった時にやっぱり介護としての生活介

護というカウンティングをした時に今は職員の方、43 名の体制の中においても廊下の掃除から

雪はねから全部やっておられる。施設の本来の目的をどこに置くかといった時に施設運営のあり

方と町としてのあり方みたいなものをしっかりと前面に出した中でもう１回新しい保健福祉計画

を作っていかなければきちっと修正かけていく必要があるんじゃないか。体制の関係、それは５

千万か６千万になったとしてもきちんとそういった今言った特定の方々を地域の中できちんと受

け入れる体制を作っていくという方向が福祉のまちづくりの基本になければ、ただ単に自立と介

護３以降の方々を特養と老健できちんと受け入れるたけじゃ、やはりそういった体制が地域の実

態と違った形の中で置き去りにされていくという危険性もあるので、その辺も含めて検討される

という考え方をお持ちになってるかどうかここで確認させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 質問が多岐に渡っているんで答弁漏れもあるかもございませんけれども、おっしゃられた通り

清里町福祉会がやっている特別養護老人ホームにつきましては、介護認定が３以上、それから老

健につきまして介護１から入れますので今議員おっしゃられた部分でいくと、やはり要支援の方

の部分がちょっと薄いのかなっていうところでお話があったのかなと思います。ただケアハウス

につきましては見守り程度のアパートということで、当初からスタートしておりますので、そこ

の中で従業員の方があれもこれもということは考えていないような施設でございますので、そこ

は御理解をいただかなければならないのかなと思います。今、要支援の部分でいきますとやはり

デイサービスですとかが清楽園さんですね。ただ、ここの部分でいきますと要介護でいけば１回

ずつ介護報酬がいただけるんですけども、要支援の方は１月に何回行こうと１回分しか出ないの

が現状でございます。そうした中ではやはり収入がない状態でございますのでそれらの方につい

て今後の計画の中でも色々と考えていかなければいけない部分なのかなと思っております。 

あとは計画の中で種々やっていかないといけない部分はございますので、それらも含めた中で

協議の方は進めていかなきゃいけないのかなと思っています。ただ地域包括ケアですね。御存じ

のとおり高齢者は可能な限りうちの町で住み続けるという形でございますので医療、介護、予防、

住まい自立した生活、日常生活ですね。ここの部分の支援を包括的に確保される体制、これが無

いということではないと思うんです。うちの町も一生懸命これらに向けて医療と介護サービス、

こちらを両方とも使われていない方についてもケア会議の中で拾いながらクリニックの先生も入

りながら何とか結びつけるような体制づくりというのはしておりますので、逆に言うと介護保険

の方になってしまうんですけども、そこの中でこれらの形を強化して今言われた指針の方々をど

のようなサービスに繋げていけるのかというところが本当に大事なところなのかなと思っており

ますので、ここをしっかりとやるような形で事務の方進めていきたいとこのように考えておりま

すのでご理解いただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 基本的に理解しました。しっかりと地域のニーズがどこにあるかということを点検した上にお

いてそれぞれの分でやっておられるということを理解したうえで、すき間がどこかに大きく開い

てきているのもそれも事実だというふうに私の目から見たら感じるところがあります。そういっ

た中で今回は大元になる高齢者保健福祉計画と第８期の介護計画でやっているわけですから、そ

の中にきちんと今言った課題の整理、隙間がどこにあってどういったバランスを取ればよいのか

ということも含めながら是非取り組んでいっていただきたいということを強く要望したいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員おっしゃられた通り、制度上の条件の狭間にあったり、事業所自体の体制が取れない部分

もございますので一定の方が希望するサービス、こちらが利用できない状況もございますので、

それらの把握をきちんとして事業を進めていきたいとこのように考えておりますのでご理解いた

だきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。では次に移ります。 

 ５目国民年金事務費、74ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ２項児童福祉費、１目児童母子福祉費 74から 75ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 74ページの下段、斜里地域子ども通園センターに関わることかと思うんですけども、昨年の一

般質問の中でも古谷議員から言われたことに通じるんですけども、現在配慮の必要なお子さんが

ずいぶん増えてきているということでこの斜里地域通園センターが十分な相談ですとか治療など

にそのニーズに十分応えられているのかどうなのかというのをまずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員からの御質問でございますニーズに十分応えられているのかという部分でございますが、

実際にはやはり議員おっしゃられた通り、人数が増えている状況でございまして相談業務だとか
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本当に立て込んでいるような状況がございます。ですから清里の子でも、次は６月の相談ですな

どというのがありますけれども、今現在コロナの関係とかございまして休所している部分でいき

ますとそれを前倒しして相談業務をやるという部分がございますので、それはできるだけが早く

できるような形ではお話ししようかなとは思っておりますけれどもやはり現状で保育士が５名で

実施されているような状況でございます。これが本当に上手く機能できているかというとちょっ

と時間がかかるという部分でいけばはっきりとは言えないような状況でございますけれども、人

数についてはどうなのかなというところはございます。 

 ただ資格職の確保というのは本当に非常に難しいところでございまして、なかなか上手い具合

に採用についても斜里町もそうですけれども、うちの町もそうですけれどもなかなか採用が難し

いようなところではございますが、できるだけ町民の方が早い段階で相談をして、その次に繋げ

ていけるように努力はしておりますのでご理解をいただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 うちの町で今、運営費の一部を負担しているということで協力しているわけですけども、今言

われたようにお金の問題だけでなくその人材の問題ですとか資格職をどうやって採用していくか

という大事な問題があると思います。それはまたうちの町だけではどうしようもない問題ですの

でそこら辺は３町十分に連携をとりながら資格職の採用ですとか資金の面とかの相談を十分して

いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 これ言っていいかどうかあれですけども、事務的には例えば清里の方、それから小清水の方の

保育所の方で、もし人的に余裕があれば１名派遣して欲しいと言われているのは事実です。ただ

うちの町としても２つの認可保育所がございまして保育士については余剰があるかと言われれば、

余剰はございませんのでなかなか難しいところでございますっていうことで斜里町にはご回答し

ているのが現実でございますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 十分わかりました。この通園センターは学校に通う前のお子さんが通われているということで

学校にあがられたお子さんでも配慮の必要なお子さんが増えているということで、実際相談に行

くとなれば美幌療育病院ですとかそこら辺になるのかなというふうにも思いますけど、そこら辺

も非常にニーズに応えられていないということで、数カ月待ちというようなことも現実であるよ

うです。管内でなかなか相談を受けられないということで帯広の方ですとか旭川の方ですとか遠
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くまで車を飛ばして相談に行っているというようなことも現実あるようですので、ここのところ

はうちの町だけでどうのこうのということではありませんけども、ここは市長に要望ですとか全

体的な大きな枠組みの中で連携をとりながら是非取り進めていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員おっしゃられたとおり、混んでいらっしゃいまして、美幌療育園とかがなかなか入れませ

んよとか、旭川ですとか十勝方面そちらの方に行って相談業務を受けてやっておられるというの

が現実でございます。おっしゃられた通り、清里だけの問題ではございません。斜里町、小清水

町、この辺の近隣の市町村全部にまたがってくるような形でございますので、今後それらのこと

を協議する場がございましたら発言をしていきたいなと考えておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 あともう１点、是非困っているご家庭がたくさんあるので、そのような要望を聞く、受け皿的

な活動それはうちの町でも出来るはずですから、ぜひそのことはやっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 それらの部分でございますけども子育て支援センターがございまして実はそこに国から言われ

ているのは保健師を導入して子育て支援包括センターというのを立ち上げなさいと令和２年度ま

でということでございますけれども、なかなかそこへ派遣する保健師も見つからないのが現状で

ございます。そんな中、うちの子育て支援センターでは保育士が常駐しておりまして保育ですの

で 18 歳までの相談を受けてそこのところに保健師、栄養士がいて一緒になって相談を受けると

いう体制はとれております。実際には子育て支援包括センターを立ち上げるというのが一番議員

がおっしゃることと合致するのかなと思いますけれども、資格職の関係もありまして今のところ

難しいのかなというところも考えておりますがそれも含めた中で、庁舎内で協議を進めながら行

っていかなければいけないのかなと考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 間もなく会議終了の時間となりますが、本日の会議時間は議事運営の都合により民生費の質疑

が終了するまで延長します。 

 

○議長（田中誠君) 
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 ２目保育所費、75から 76ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ３目子育て支援センター費、76ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 すいません。先ほど古谷議員から御質問がございましたケアハウスの要支援要介護の関係でご

ざいます。現実 43 名の方のうち介護認定を受けている方 19 名いらっしゃいまして、要支援１

が 14 名、要支援２が３名、要介護１が１名、要介護２が１名、計 19 名となります。そのうち

特定サービス、こちら外部サービス等を使っておられる方ですけども要支援の方のうち５人、そ

れから要介護の中のうち１人。ですから６名の方がサービスを使っているということで御報告申

し上げます。 

 

○議長（田中誠君) 

 ここで、民生費終了となりますけれども、質問漏れありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なければお諮りします。 

 本日の会議は、これで延会としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 明日は９時半からの再開となります。ご苦労様でした。 

 

延会  午後 ４時 32分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

令和２年第１回清里町議会定例会会議録（３月１１日） 

 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  岡 本 英 明    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  古 谷 一 夫    ７番  村 島 健 二 

    ３番  伊 藤 忠 之    ８番  前 中 康 男 

    ４番  堀 川 哲 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    引  政 明 

教 育 長   岸 本  幸 雄 

     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   中 西  安 次 

    副 町 長   本 松  昭 仁 

    総 務 課 長   藤 代  弘 輝 

  企 画 政 策 課 長   伊 藤  浩 幸 

    町 民 課 長   熊 谷  雄 二 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田  成 人 

     産 業 建 設 課 長   河 合  雄 司 

    焼 酎 醸 造 所 長   清 水  俊 行 

    出 納 室 長   永 野    宏 

        生 涯 学 習 課 長    原 田  賢 一 
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    監査委員事務局長    溝 口  富 男  

    農業委員会事務局長    河 合  雄 司 

    選挙管理委員会事務局長     藤 代  弘 輝 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長     溝 口  富 男 

    書 記   世 良   奈都子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  議案第１５号～議案第２１号（各会計予算案の質疑） 

 

●予算質疑説明員補助者 

  総 務 課 主 幹      樫村 亨子 

総務Ｇ      主 査  吉本  淳 

        管財Ｇ      総括主査 北川  実   主 査  田中 誠之                  

  企画政策課 主 幹      阿部 真也 

まちづくりＧ   総括主査 新輪 誠一   主 査  半澤  忍 

                 主 査  長屋 智洋   主 事  吉田 悠平 

        地域振興Ｇ    主 査  横畠 敏樹 

  町 民 課 主 幹      梅村百合子 

町民生活Ｇ    総括主査 水尾 和広   主 査  阿部由美子 

         主 査  山嵜 孝英   主 査  藤森 宏樹  

税務・収納Ｇ   主 査  圡井 泰宣 

  保健福祉課 参 与      進藤 和久 

        主 幹      宮津 貴司 

       保健 G      保健師長 武山 悦子 

福祉介護 G    総括主査 寺岡 輝美   主 査  原田  了 

        子ども子育て G  総括主査 鈴木由美子 

  産業建設課 主 幹      酒井 隆広 

建設Ｇ      主 査  山本 卓司 

産業振興 G    総括主査 吉田 正彦   主 査  吉田 慎治 
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救急係長 小笠原明博   予防係長  山田  司    

警防係長 半澤 孝貴   危険物係長 内野 智也 
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開会  午前 ９時 30分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君) 

 ただいま出席議員数は９名です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

本日の日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

   ●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 村島健二君、１番 

岡本英明君を指名します。 

 

   ●日程第２  議案第１５号 ～ 議案第２１号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君) 

 日程第２、令和２年度各会計予算案質疑を行います。昨日に引き続き予算質疑を行います。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（田中誠君) 

 休憩期間中に消防費の質疑を行います。 

 ８款消防費,１項消防費,１目消防費、105から 106ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 なしということですので、これで終わります。説明員交代となります。 

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて、質疑を再開します。 

 ４款衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費、７7から 78ページ。岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 インフルエンザワクチンの予防接種についてお伺いしたいと思います。昨年も結構なかなか予

防接種には苦慮されたように思うんですけども、今年も同様に清里の機関のみの補助に、今まで

同様の体制のままいかれるのか、それとも他町村で接種された方にも補助がつくのかその辺をお

伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 令和２年度のインフルエンザの関係になると思います。昨年も常任委員会の中で議員の皆様か
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ら色々なお話をお聞かせいただいているところでインフルエンザの関係につきましては全てが清

里クリニックというわけではなくて、入院患者さんですとかお子さんのかかりつけ医の関係につ

いては町外でも行っている状況です。今までインフルエンザの予防接種がなかなか出来なかった

パターンでいきますと、これはあってはならないことなんですけど、ワクチンが不足していた部

分、それから昨年でいきますと流行期がちょっと早かったという部分がございます。というよう

な形がありまして、町外での医療機関全てを対象にしてはどうかという意見もございましたけれ

ども、とりあえずは清里クリニックの受診の中で進めていきたいなというふうな形で今のところ

は考えているとこでございます。その中でも毎年接種に向けた打ち合わせというものを、実はク

リニック側と保健グループ側と情報を密にしながらやっているわけなんですけども、これら流行

期がもしも早かった場合、同じようなことになってしまいますので今考えているのは時代を逆行

してしまうんですけども例えばお子様の部分の集団接種とかそういうのは可能かどうかというの

も今あるんです、話してる中では接種場所をきちんとした衛生面の確保ですとか、あと、これも

私本当に勉強不足であれだったんですけど、例えば小学生であれば保護者がいなければ駄目だっ

ていう部分、こういうのもございますので、それらの中を含めた中で今いる清里クリニックの副

院長先生とお話をしながら行っていかなければいけないと。あと言えるのは打つのはどこでも打

ったとしても考えなきゃならないのはなきゃいけないのは副反応がどうしても考えられる部分が

あります。例えば斜里のところで打った、網走で打った、帰ってきて副反応でちょっと体調おか

しくなった場合も考えていかないといけない部分がございましたので、今のところはできるだけ

予約がスムーズに進むような形で行えるように協議をしていきたいと。昨年９月でやっていると

のもう少し早くからやるとか、一番いい方法をクリニック側とも協議をしながら進めていきたい

と。このように考えておりますのでご理解いただきたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 私も集団接種というものは大変重要な部分かなと思います。また農協さんにも出向かれてやら

れたということなのでできれば継続してそのような形で進んでいただければなと思っていますの

でよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 現在いらっしゃいますクリニックの副院長、そういうふうに外に出て接種についても色々と考

慮されておりまして農協さん、それからその他でもできるという形でお話をいただいている部分

であります。例えばことぶき老人クラブでも接種ができるのかですとか、例えば保健センターで

色々なサークル等が行われていますので、その時間帯に来ていただいたりとか、ただ診療時間内

は無理だと思いますので、それらも含めた中で先ほど申しました通り協議を進めていかなければ

いけないのかなと考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 今の考え方が果たして妥当なのかどうかということを慎重にやっていただきたい。今の新型コ

ロナウイルスもそうですし、やはり基本的には町民優先であって、その病院の持っている物理的

限界みたいなものを前提としてやっていくことは当たり前の話であって今課長がお話された通り

現在のクリニックの方での対応を新しい形、今年の反省を踏まえて変えていくのは当然のことで

すし、実態として医師が１名しかいないという状況の中と訪問診療を午後やっているという形だ

とか今言ったような幼児、小学生は２回の接種が必要でその期間が何週間と決まっているとかそ

ういった具体的な外的要因も含めて物理的にできる環境かどうか含めてあわせてやはり町民目線

でやっていく形でなければどこが主体なのかということをもう１回しっかりと実際の令和２年度

の予防接種の中では努めていただきたい、このように考えます。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員おっしゃるとおり、やはり町としては町民の生命を守る。ここがまず一番の形になってき

ますけれども、その中でもこれから協議という話をさせていただきましたが、例えば診療所の中

で火曜日を保育所枠にするだとかというふうな決め方をしながら、まずは 12 歳以下は２回接種

なってしまいますのでその１ヵ月後にもう１度予約という部分で予約が殺到していて高齢者の方

が出来なかったという部分がございますので、そういうのを緩和しながら接種について考えてい

かなければいけないのかなと。その中でもしもまたなってくればその時に考えなきゃいけない部

分もございますが、昨年でいけば医師をもう１名、月曜日の１時間の枠だったんですけど増やし

てもらった部分もございますので、そうなって前倒しという形で翌年度までの予約が 12 月中で

大体出来るようになったとか、そういうような形も進んでおりますので今年度早め早めに協議し

ながら行っていくということで御理解をいただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 診療所とか病院の体制に合わせて予防接種じゃなくて、あくまでもそういったインフルエンザ

予防という観点に立って町民主体そういった形の中でどういった形が一番合理的なのかという観

点を優先すべきであって、不確定要素だとか見込んでやっていくというのは町民は不安なわけで

あって、やっぱりどこに行っても着実に事前的な予防が出来るというのは至極当然のことであっ

て、そこを前提として今持っている診療所の機能だとか一部そういった月曜日云々の話あります

けど、それに町民が合わせるというのではなくして、あくまでも町民の生活実態がそういった予

防に対する行動ということを俯瞰した中において仕組みをかみ合わせていく。そうでなければ

我々や診療所の勤務実態だとかに併せて病気しているわけでもありませんから、その辺しっかり



 

162 

と考え方、ベースをどこに置くのかもう１回今後の協議の中でしっかりと作りあげていただきた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ごもっともでございます。先ほど申しましたとおり、やはり町民の命を守る、ここの部分がご

ざいますが、ただ言えることはやはり清里町にある医療の資源こちらを活用する。またそこで働

いていらっしゃる看護師の方の疲労とかも含めながら総体的に考えていかなければいけないのか

なとこのように考えておりますので先ほど申しましたとおり、協議の中で色々な話をしていきた

いなと。それでうちの保健師なんかも話してるんですけど、どういう体制が一番良いのだろうと

いうことで１回まとめ上げてクリニック側とも話して行かなければいけないと思っております。

ただ言えることは議員おっしゃったとおり町民の命を守る、ここを押さえていかなければいけな

いというふうには考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 保健衛生費、77ページの一番下でありますけども救急医療体制づくり事業業務委託料 313万

となっております。これは網走医師会それから斜里国保、それから小清水赤十字病院というとこ

ろに支払っているんですが、当初始まった頃は 200万弱ぐらいの事業だったんですよ。これが来

年度 313 万ということになって１.５倍になっているんですが、どういった理由でこれが１.5 倍

になっているのかまずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 この件に関しましては常任委員会でも聞かれた項目になっていると思うんですけども、３年に

１度救急搬送の人数それで計算をして網走の方が事務局になっておりますので、そこで負担金額

を決めてやっていくという形になっておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 当初からこれは救急搬送、それから病院が休みの日、土日の時に個人的に行った人もカウント

された中で確か金額が決まっていくのかなというふうに思うんですが、早い話が 1.5倍になって

いるという事は 1.5 倍皆さんが行っているということですよね。救急搬送も含めて 1.5倍に膨ら
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んでいるということだと思うんですがその辺はどうなんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長、 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 細かい数字になるとあれなんですけども、ざっと見ると斜里、小清水の救急搬送については、

やはり平成 20年度位と比較するとやはり 1.5 倍ぐらいにはなっているというような数字は残っ

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) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 77 ページ、保健衛生事務費の中の下段の方にあります清里町医療関係団体等調査研究支援事

業費補助なんですが、私、勉強不足で聞きたいんですがこれは慶応大学か何かの関係の補助なの

かお聞かせくだい。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 平成 30 年度から始まっております慶応大学医学部そちらが来る方に対して、合宿と同じよう

な感じですね。それに対する補助を行っているということで御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ないようですので次に移ります。２目予防費、78から 79ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

 先ほどのインフルエンザワクチンの関係でまた関連するんですけども、町の中では子供たちと

接する機会も多い保育士さんですとか学校の先生あるいはお年寄りと接する機会の多い保健師さ

ん、感染して業務が滞ってしまうと大変になる消防の職員のそういう方々のインフルエンザの接

種の状況はどのようになっているのでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 
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○総務課長（藤代弘輝君)  

 御質問ありました子供等と接することの多い保育士さんだとか、保健師さんあと栄養士さん、

支援センター、学童保育の方に関しましては総務費の方でインフルエンザ接種の予算をもってお

ります。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 職場によっては、仕事が滞ると大変なことが起きる職場もあります。先ほど農協の場合ですけ

ども、農協も年末業務に非常に支障をきたしたということがあって、農協で一斉の接種が行われ

たということになっております。役場の職員ですとか、学校の先生方も場合によっては業務に支

障が出る場合が出てくると思いますのでそこら辺の接種の必要性あるいは公費の持ち方というの

をいま一度検討されてはいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 今おっしゃられた部分で特に接する部分の職に関しては見ておりますけど現実として他全員の

部分までは見ていない部分はありますので、その部分に関しても今後検討が必要かなと思ってお

ります。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 予防費 78 ページの予防接種業務委託料についてお伺いしたいと思います。令和元年度が１千

467万８千円というふうな予算で始まったわけですが、今回１千 843万ですか。400万ほど増

えておりますが、先日予防接種の接種事業費が 600万ほどを減額されていたはずなんですが、減

額されているのになぜ来年度の予算が逆に 400 万増えているのか。その理由をちょっとお伺い

したいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 この件に関しましては昨年から始まりました年齢によって風疹の抗体があるかどうかを含めた

中で接種をしなければいけない。ですからその年代層に合った人数分の予算を全部まずは加味し

ないといけないという部分ございます。まずは病院に行って検査をしてその抗体があれば接種し

なくてもいいという部分がございますので、とりあえず該当する人数分ちょっと来年度は何年生
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まれから何年生まれかまでというのは持ってきていないですけども、そういう形でございますの

で、予算が増えている部分はそういうことで御理解いただいて、これはまた最後のところで減額

になるというような形になると思いますので御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今年度の部分で 600 万円減額したということは当初予算の１千 400 万から大分下回った金

額になってるはずなんですよ。逆計算すると 800万も 900万も上になっているっていう数字に

なるんですが、ただ風疹の抗体の検査のためにというだけで、そんなにかかると思わないんです

が、やはり先ほども何人かの議員が予防接種に関してもうちょっと力を入れて周知もしてますけ

どもただ、人数が多くはないというふうなことを踏まえて先ほど古谷議員も言ったように病院と

の関係に繋がるし、あとやはり小さなクリニックで受けないで個人的に違う病院で受けている方

もいるんですよね、実際に。そこら辺のフォローはどういうふうになっているのかなと。いかが

でしょう。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 議員おっしゃられた通り、決してミニドック検診だとかがん検診周知の仕方については、私見

る限りでも一生懸命やらさせていただいております。ただおっしゃられた通り、保健センターで

やるがん検診以外に、やはり自分のかかり付けの病院に行っての検査とかをやっている場合があ

りますんでそれらも含めた中で受診者数が伸びていない部分もあるのかなと。ただ特定健診、議

員も御承知だと思いますけども、その結果を持ってきていただいて健康指導に当たるというよう

な形は従来どおりとっているような状況でございますので、その点については御理解いただきた

いと思いますし、また予防接種も例えばロタウイルスだとか、任意接種だったものが定期接種に

なっていたりもしますのでそういう部分でも予算については、やはり町としては見なきゃいけな

いと。これは受けた人の分が足りなくなるのではなくて、余るぐらいの気持ちで予算というのは

確保しないといけないのかなと、このように考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 ワクチンの関係で任意接種の話が出ましたが、子宮頸がんのワクチン、今から確か５年か６年

前は学校等で全生徒に対しての任意接種ということで実施された経緯があって、一昨年数字的な

ものはわかりませんけど今年度も予算計上に出ている。現状この接種率と言いますか、その動き

はどのようになっているんですか。 
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○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 子宮頸がんの予防接種についてはやはり病院の先生でも見解は分かれます。ただ、言われてい

るのはやはり癌を予防できる癌だよと。予防接種をすることによって予防できる唯一の癌だとい

うふうにはお話をされる先生もいらっしゃいます。ただ副反応の部分で結構大きい副反応が出る

方もいらっしゃいましてなかなか国は推奨したい、ただやはり副反応のことを考えるところがあ

りまして、やっぱり保護者、本人が受けるという形になって受けているのが実態でございます。

うちの町の状況はどうなんだということでございますけども、接種はありません。ゼロ人という

ことでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 78ページ、各種検診事業費の検診業務委託料の部分なんですけども、委託料に関して昨年から

比べたら 100 万ほど予算が上がっているんですが、なぜ上がったのかということをお聞かせく

ださい。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 この部分につきましては今まで検診の申し込みを受けて、問診票を送ったりする部分を実は保

健師でやっていたんですね。この部分をアウトソーシングさせていただきまして業者の方にお願

いする形をとりました。そのことによって保健師の方に時間ができますので健康指導の方、こち

らの方に重点を置いていきたいという考えでアウトソーシングしたということでご理解いただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 79ページの中段、心の健康づくり事業の中の電話サポートについてお伺いします。昨年からこ

のプロの事業拡充ということでこの点はサポート事業というものが拡充された部分だと思います

けども、この心の健康づくり事業のその相談の実態と言いますか、実績といいますか。そこの部

分が分かれば教えていただきたいのと、新たに始める電話サポートのどのような内容で行われる

のかというのを教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 
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 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 昨年１年間の面談につきまして、９名の方が受けております。それから次の電話につきまして

は令和２年度から始める事業ですけども実際に自殺の対策になりますとまずはお話を聞くという

ところが一番重点なポイントになります。ですから専門のそれらの方々に相談をしてというふう

な形が良いのか。どこか病院にかかった方がいいですとか睡眠の質をもうちょっとしたら良いで

すとか指導いただく部分も含まれているということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 心に悩みを持っている方にまず相談というのが一番大事なところだと思います。そのために専

門家の意見を聞く、この電話サポートというのは非常に大事なところだと思いますがそこまでた

どり着くまでの周知ですとかそういうところがやはり。ただ、せっかくこういう相談相手がいる

にも関わらず、そこに相談するまでたどり着かないというようなことがあっては困りますので、

現在広報でも毎月のように心の相談ということは周知されておりますけども、できれば本当に困

っている方をこちらから探すと言いますか、そこまでしてあげないとなかなか本当の助けになら

ないのかなという感じもしますし、そこら辺の周知の徹底というのが１つお願いと、あともし命

をなくされた場合に家族というのは物凄く心が痛みますし、後悔の念と言いますか、そういうの

も大きく抱えて非常に不安な状況になると思います。残された家族への相談事業ですとかサポー

トという面にもぜひこの電話サポートですとか相談業務に力を入れていただきたい、そのように

思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君)   

 まず心の健康相談、議員おっしゃった通り毎月広報等でお知らせして、いつありますよ。臨床

心理士の専門の方に来ていただいて行っているわけでございます。これは本人だけかと言うとそ

うではなく、やはり一緒に住んでいる家族の方が様子おかしいなと思ったら来て頂いてかまいま

せんし、そういう形で相談業務は行っているような形です。また自殺対策の計画も作りなさいと

いう形で国の方からございまして来年度、健康計画の見直しの段階で議員おっしゃられた家族の

ケアも含めた中の計画、議員さん達から計画ばかりだとお話はされるんですけどもやはりそこに

のせなければ進んでいかないという部分ございますので、その計画の中ではケアこれも含めた中

で進めていくということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

よろしいですか。それでは次に進みます。３目各種医療対策費、79から 80ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君)  

 なしということですので次進みます。４目環境衛生費、80から 81ページ。前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 80ページ、斜里郡３町終末処理場管理事業費、今この実態。本町における量というか内訳とい

うか、わかればお知らせください。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 実績ということでお話がありました。平成 30 年度の実績で申し上げますと総量 375 万６千

450 リットルのうち、71 万５千 100 リットルが清里町の実績となっております。割合にしま

すと収集の部分で申し上げますと 19.04％がこの事業でやっている組合の総収集量における清

里町の実績となっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君)  

 今 30 年度の説明ありましたけども生産量という言葉悪いですけども年々と人口動態に伴い多

分量的には減ってきていると思うんですね。その中で今年度予算も同じような予算計上というこ

とで捉えているわけですけども、その人口動態に本当に左右される部分なんですけどもこの見込

み、ある程度の運営する中でますます減る要素というのが見えるかなと思うんですけども、酌み

取り式、農村部でいえば合併浄化槽の普及活動普及率が上がるそういう部分がありますから、そ

こら辺どう捉えているのかだけ説明して欲しいんですけども。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 今後の推計というお話をいただきました。実績で申し上げますと確かにし尿処理の収集量につ

いては平成 19 年度は 2 千 962 リットルから元年度は 1 千 629 リットルということで減って

おります。また、浄化槽の汚泥の収集量こちらにつきましても、19年度は 2千 798リットルで

こちらについては、2 千 205リットルということで減っております。 

水洗化が進みまして、し尿の収集量については減ってはございますが、浄化槽の汚泥の収集量

こちらについても若干減ってございます。昨年とこの負担金につきましては、人口割と収集実績、

こちらの割合で各町村の負担割合を決めてございます。昨年清里町については、収集実績におい

ては 19.53％清里町が負担分でございましたが令和２年度については 19.04％ということで全

体に占める収集の割合については低くなっている状況です。 
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○議長（田中誠君) 

 他、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 81 ページ、環境衛生費の葬祭場設備補修工事についてお伺いしたいと思いますが、燃焼送風

機、希釈送風機、合同納骨塚の献花台設置ということで 326万７千円の予算ですが、この内訳を

教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま御質問がありました葬斎場の火葬炉の設備の補修の工事の内訳ということでよろしい

でしょうか。315万７千円。こちらにつきましては葬祭場にあります火葬炉が、実は２基ござい

まして燃焼送風機取り替えの修繕、それと希釈するための送風機の修繕２基を修繕するための工

事請負費が 315万７千円となってございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

今の説明ですと送風機の修繕ということで、315万。合同の納骨塚の献花台設置というのはど

ういうふうになっているんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 合同納骨塚につきましては修繕料で計上してございます。こちらに献花台を設置するための修

繕料として 11万円計上してございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 献花台の修繕ということで今説明あったんですが、元々献花台がなかったと思うんですが、修

繕ということはどういうことなのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 



 

170 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 池下議員おっしゃる通り、元々なかったということで今回御意見いただいておりましたので、

献花台を設置することになりました。軽微な工事、軽微な修繕ということでこちらについては工

事ではなく修繕料で計上をさせていただいたところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 これはまだ出来たばっかりなんですが、その当初か私もやっぱり何にも無いというのはおかし

い、献花台がないと駄目ではないかという話もよくしていて所管の課長とも色々話した経緯があ

るんですが、これはなぜ納骨塚をやった時に一緒にできなかったか。その辺はいかがですか。こ

の近隣は斜里町にも小清水町にも同じ納骨塚がありますが、私、それを見まして写真も持ってい

ますけれども、よその町はみんな献花台あるんですよね。当初からうちの町がなくて何か不思議

な感じがしたわけですが、一緒にやった方が工事金額だって少ない金額で済むのかなというふう

に私は思っていたんですが、その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 議員おっしゃる通りですね、小清水、近隣では小清水・斜里も献花台がございました。今回決

算のときに御意見をいただきましてその前からも当然、いろいろ設立段階から検討はしていたと

ころではございますが、今回皆さんの意見が多かったということで置かせていただいた次第でご

ざいますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 それでは参考までにちょっとお伺いしたいのですが、まだ数年も経っていないんですが今現在

何体ぐらい収納されているのか、参考までにわかればお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 何体納骨されているかということでございまして、平成 30年度に３体、そして令和元年度 16

体、合計で 19体の方が納骨されております。 
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○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。なければ次進みます。５目保健福祉総合センター費、82 から 83 ペー

ジ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 冷房新設工事の請負費とそれから健康ホールの冷房設備新築工事請負費。年次計画でやってお

られると理解していますけども冷房設備新設工事の方は老健の方の居室の関係の３年目の整備、

新しく健康ホールもやりますと町民の皆さんが沢山いらっしゃる中で環境整備を行っていきたい

という形だと思うんですけども、全体として保健福祉総合センターにおける冷房設備は何年計画

でどの部分までやっていくのかという形の全体計画、今後の計画も含めて御提示願えればという

ふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいま老健側と保健センター側と２件の御質問かなと思っております。老健側は５年計画の

３年になるのであと残り２年分ですね。保健センター側は健康ホールだけという考え方でいます

ので、相談室等はその前の年にもう終わっているような状況でございますので、今高齢者の方、

それから乳幼児関係が多く使う健康ホール、こちらのエアコンだけということでご理解いただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 遂次年次計画でやられている、結構なことだと思うんですけど、この科目とは関係ない部分で

ケアハウスの関係は追加的な工事という形であって、昨年学校の関係が大幅にあって逐次という

形の全体計画を明示した中において必要なことは必要な時期にやっていく。例えば本当にこれだ

けで終わるのか、また暑くなれば逆に違ったオープン的なホールも必要じゃないか、事務室も必

要じゃないかとか学校の教職員教室等の夏休み含めて、子どもたちは休みだけど先生たちは来て

仕事をしている。働き方の実態。その辺遠慮せず必要なところは必要という形の全体計画示して

足し算足し算ではなく、必要なところに必要なことをやっていくということを全体的なこときち

んと明示した中でやっていくってことがどうしても必要じゃないかなとその辺で今回はホール含

めた老健の方はあと２年でいくけれども、保健福祉総合センターの方はこれで完了という形で理

解しておいてよいのか。 

その辺きっちりと当然やってきたけどやっぱ必要だったとかはやむを得ないと思うんですけど

も、ある程度全体計画を示した中で整備されていくのが今後妥当かなと考えますが担当課長とし

てどのように考えておられるのか。 

 

○議長（田中誠君) 
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 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 また多種の施設にまたがる関係ですけども、私の方は保健センターということで回答させてい

ますけども本当に議員おっしゃる通り、ありがたい御意見をいただいたなと思っております。町

民が使う部分でいくと会議なんかでいくと研修室というところがございますので、もしも使って

いていうことになってくれば、それも出てくる可能性はあるんですけども、今のところ会議をや

っている中ではその長い時間の会議ではないのがございますので、大丈夫かなとは思っておりま

すが、今後まだまだ温暖化等もいろいろありますし、気温が上がってくる部分があるという形も

ございますので、本当に必要であればまた議員さんと協議させていただきながら進めていかなけ

ればいけないのかなと思っています。 

 また各学校関係やはり社会情勢の関係で色々な課題等が出てきておりまして、そのたびに随時

各施設のエアコン等をつけて行っているのかなと思っております。これにつきましては、やはり

町の建物建設の計画ですとか、また財政計画ですとか、長寿命化計画ですとかこれら全てが含ん

だ中の話になってくるのかなと思いますので、各施設の対応につきましてはルールですね、全町

的な打ち合わせの中で決めていかなければいけないかなと考えておりますのでご理解いただきた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

 他、よろしいですか。次進みます。２項清掃費、清掃事業費 83から 85 ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 85ページの最終処分場の残容量の測量業務委託で、令和元年度、一時焼却の方がトラブルで止

まって現場の担当者の皆さん大変苦労された。以前フレコンで積まれているのを見て来て、大変

だなと。そして直って焼却されていったと思うんですけれども、現実的に現時点における残容量

というものは今の第２期の埋立の分だと思いますがどのような状況になっているのか現在におけ

る残容量についてお示しいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 今、最終処分場の残容量ということで御質問がありました。平成 30 年度末までの実績で申し

上げますと残容量は７千 325平米となっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ７千 325立米だと思うんですけれども、それで、町民の皆さん一生懸命リサイクルに協力して

いただいたりいる中で、現在の今言った残容量を７千 325立米を実態とした場合、毎年の埋め立
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て量、大体うちは焼却をやっていますからそんなに多くないといた形だったりリサイクルをやっ

たり、ほぼ現在の処分場の埋め立て地の延命といいますか。何年使用できる状態になっているの

かということをお示しいただきたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま何年まで現存の最終処分施設が使えるのかということでの質問だったと思います。当

初の計画では令和８年度までは使えるということで考えてございます。そろそろ最終処分場の次

期の建設について検討していかなければならないというふうに捉えてございまして、今年度の予

算にはございませんが、基本設計含めてそろそろ検討に入っていかなければならないというふう

に考えてございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

 大型事業の関係で一般質問させていただいたんですけれども、やはり今まで話題になってなか

った部分でのそういった大型のそういった生活環境も含めた部分の必要性がもう既に生じている

って形が事実じゃないかと。８年でそれが満杯になって当然減量化とかリサイクルを町民の皆さ

んに呼びかけて、できるだけ延命化していこうという前提に立った上で今課長から御答弁いただ

いたとおり、そろそろ本当に具体的にそういった今回の令和２年度の調査をもとにして次の基本

計画、基本設計、実施設計、工事とそういったきちんとした年次プロットをある程度明示しなが

らこういった状況ですよって、きちっとやはり町民の方に理解していただき財政的な裏づけも含

めてやって行き、あわせて心配なのは今の焼却施設が非常にだましだましというか現場で非常に

苦労しながらやっていて本当にこれから何億というお金を付けてやっていけるのかという、単独

で。そういった問題点も生じてくるとそう言ったことがくるということを鑑みた時に、埋立施設

が必要な施設になるという実態の中でやはり早い段階においてそういった整備等を含めた全体計

画を示していく必要があるんではないかと考えるところですけども、担当課長として現在の考え

方をお示しいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 今、最終処分場のお話をいただきました。原課としましても減量化を図りつつも、いつかは満

杯になる。その時期が令和８年度ということで計画段階でございます。最終処分場の既存の施設

を生かしながらできるのか、それともまた新たに違う場所で新設するのかというところも検討し

ながら長期計画にはなると思いますが、計画していきたいというふうに考えておりますので、ご

理解を賜りたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 現有施設をあそこに設置した経過もありますし、そして水処理で非常に苦悩されている実態、

それから町有林の奥に持って行ったという話、万が一新しい場所を求めていけないとなれば、か

なり住民合意とか非常に水処理の関係に対する環境センサスを入れなければ作れないという形で

その８年と言っていますけれども環境センサスを入れるのに２年も３年もかかってしまうことを

考えた場合について、やはり早急に今回の測量委託をスタートラインとして早い段階で基本計画、

基本構想とか場所の今ある現有施設を延長して奥に持っていけるのかとかそういった結論を出し

たうえで入ってかないと。また先にどんどん現実的にはそういった緊急性が高まってしまって、

短い時間の中でそういった取り組みをしなくちゃならないことがありますのでやはりきっちりと

長いスパン、特にうちの町は環境政策とか花・緑もそうでしょうし、そういった形の取り組みと

いうのを１つの売りにしているわけで、ごみ処理というのは重要なソース要素になっております

んでその辺は加速気味に内部協議を進めていただいて取り組んでいただきたい、このように考え

ておりますけども、なかなか財政的な部分も含めて現状把握の限られたスタッフの中で大変だと

思いますけれども、その辺の取り組みを考え方を再度ご答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 今、最終処分場のお話でございましたが、原課といたしましても長期にわたる計画、当然計画

に基づくいろいろ漁協だとか協議も必要になってございますので、時間をかけて時期を逸するこ

となく計画していきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 課長答弁いただいた通り、時期を逸することなく、あわせて当然投資的経費がかかるというこ

とであれば、今度町民負担ということも当然生じるわけでありますし、特に水の放出・放流とい

う処分水、下の方の漁協ですとか河川の関係で非常に時間がかかるということも事実ですのでそ

の辺時期を逸することなく基本的方向だけは早めにしっかりと定めていただく、そういった行政

事務を前に進めていただきたい、このように思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 
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 御意見賜りましたので時期を逸することなく進めてまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。 

ここで説明員交代となりますが質問漏れありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

それでは暫時休憩といたします。 

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて、質疑を再開します。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、86から 87ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

  次進みます。２目農業振興費、87から 88 ページ。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 どちらに入るかというのはなかなか難しいものがあるんですが 88 ページ。農産物生産品質向

上対策事業費、審議資料を見るとこちらに近い部分もあるんですが、逆に下段の方の植物防疫対

策事業費の方になるのかなと思います。町長の町政執行方針の中でもおっしゃっていましたけど

も、今回予算には載っていないんですがシロシストの関係ちょっとお伺いしたいと思います。こ

のシロシスト対策というのはまずどのように町が考えているのかお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただいま御質問のありましたシロシストの関係でございますが、シロシストにつきましては町

長の一般行政報告でもありました通り、町内で発生が認められました。その中で今後につきまし

ては発生した字内の畑につきまして全圃場についての土壌検診が今後予定されるというところで

ございます。今後についてどういう対策を町がしていくかということについてでございますが、

字内での広がりというのがまだはっきりしないという部分でありますので、そちらの方が実際に

検査の結果が出てくるのが夏以降になろうかと思いますが、それがはっきりしたら町の方として

も対策をうっていかなくてはいけないというふうに考えてございます。 

ただ実際には農業者の皆さんのお気持ちを考えると蔓延をするという危険があるというところ

で早めの対策ということが必要ではないかというふうに考えているところなんですが、実際には

その結果が出るというところがやはり町としては１つの目安かなというふうに考えている部分で

ございます。なおかつどういった方法があるかということでございますが、従来のシストセンチ
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ュウと同様に密度を上げないというか、ある一定の数量を超えて発生と認められる数値にならな

いような予防的な防除、こういったものも必要かなというふうに考えているところでございます

が、現在ではそれに対する対抗植物そういったものを作付するとか、まだ供給が間に合っており

ませんがシロシストに対応した抵抗性品種の作付、こういったものを進めていかなければいけな

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) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 今の課長の方からご答弁いただきましたが、清里町は基幹産業が農業及び林業になっていくわ

けですけども、実はこのシロシストはもちろん御存じだと思っておりますが、元々日本になくて

平成 27 年に初めて日本で発生が認められたものでありますけれども、世界的にみますと実は結

構、かなり昔から 50 年以上前から実は発生しているものです。ただ、海外でさえ 50 年以上た

った中でも有効な抵抗性品種というものがなかなか開発できなかったと言われる位大変恐ろしい

ものだったわけです。その中で 27 年度に日本に入ってきたわけですけれども、特に日本の技術

力というのは素晴らしいと思います。４年５年である程度まだ量産はできませんが２品種くらい

までに絞れてそういう抵抗性品種の日本の技術はすごいなと思うんですが、そこまでの大変恐ろ

しい病害虫に対してのこの町は基幹産業が農業である、ましてやその中でもじゃがいもというの

はすごいウェイトを占めている部分に対して、怠慢とまでは言わないですけども、もうちょっと

危機感を持っていて良かったんじゃないかなという気がしています。 

今回の予算の方にもある意味１つも載ってきていない状況の中で、確かに清里町で発生したと

いう部分出てきましたけれども、それが完全に確定されて大字でという話ではなく、それ以前の

問題で、昨年度もう言っても大丈夫だと思っていますけど、昨年の段階で近隣市町村の方で発生

は確認されております。ここは清里町と隣接する地域でございます。行政区としては、清里町は

その段階で出ているわけではないですけど隣町の方で出ている。ただその部分ではもちろん町独

自のこともあるでしょうし、国の指導及び補助なりがあると思います。その部分において清里町

は発生していないわけだけども、発生していなかったので国からは指導及び補助はない。基幹産

業は農業である清里町で町独自でその段階からいろんな水際対策、蔓延防止対策及び被害軽減対

策もそうですが、蔓延防止の対策はある程度考えていなくちゃいけなかったんじゃないかと思っ

ております。そこからもう半年位かかって次年度の予算、もちろん国からの部分はなかったとし

ても町独自で蔓延防止を行っていくんだという水際対策をしっかり行うんだというものがないと

いうのは正直不思議なんですけど、その辺どのように考えていますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 蔓延防止の体制がなされてないんじゃないかというお話なんですが、町としまして全く考えな

かったというわけではございませんが、実際に蔓延防止をしていく中でしからばどういった方法

があるかといった中では、やはり先ほど申し上げましたように対抗性の植物ですとか対抗性じゃ
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なくても緑肥の関係で後作緑肥を入れて例えばナス科の植物を入れないで増殖を防ぐだとか、そ

ういったものを考えていかなければいけないというのがまず第１歩なのかなというふうに考えて

います。 

それで従来から行っております農業振興補助事業の中でも緑肥の関係はございましたのである

程度の部分はそれでもカバーできるのかなといった部分と、それから蔓延防止のために対抗植物

の方は、蔓延防止のために有効ではないかというふうに考えてございますが、こちらの方につき

ましてと色々と事情もございまして種の確保が難しいですとか作付の状況ではなかなか育ちが悪

いとか、そういった部分ございますのでこちらの方についてはまだ様子を見ながらといった部分

もあります。そして先ほども言いましたけれども、今回たまたま見つかったという部分もありま

すが、その中で範囲をある程度特定してからという部分で考えていますので、何も考えてないと

いう話ではないというところをご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

今、課長の方からの答弁がございましたけども、言っていることはわかるんです。ただ何回も言

いますが、この辺ってスピード感を持たないと、どんどん蔓延が広がっていく状況でございます。

今おっしゃられているのは例えば今までの農業振興事業費補助の方で、ある程度まず第１段階で

すけども対応できるのではないかということなんですが、確かに緑肥の関係とかそうかもしれま

せんがそれはあくまで元々あるものですから、シロシストに関する危機感が足りていないんじゃ

ないかなという気がしております。 

今おっしゃいました大字の実際清里で出たところということではなく、もう１回申し上げます

がその以前の問題なんです。隣町で出てそれが清里町と隣接する地域であるという段階で、国か

らの補助は受けられませんが町独自としてもっともっと本当はやるべきことがあったんじゃない

かと。ただそれ補正つけるなりなんなりの話になりますけども、その補正とかはその時はもう今

後秋、冬になっていくということだったんですが令和２年の予算はこれからなんですよ。そこに

対してシスト対策、町独自の、国じゃないですよ。町独自としての水際対策としても予算が１つ

も載ってきていない。緑肥とかはわかります。それは今後広がってきてとか云々そういうことで

すから。例えば洗車してもらうために洗車機の補助ですとか広がらせないための対策でもちろん

予算はかかりますよ。お金はかかりますが、国からのものを待っているだけで自分たちの所は出

ていないからまだ国からも指導もきていません、助成もありませんではなく、自分の町で危機感

を持って基幹産業が衰退していくかもしれないという危機感を持ったなかで予防として考えてな

きゃいけないことなんですよね。僕的には。 

 それがこの半年以上たって次年度の予算という時にのってきていないというのって…。わかり

ますかね。出たからその後に今後考えますとかでなく出そうになっている段階でそれが蔓延防止

対策。そこの部分が１つものっかっていないというところが余りにも危機感がないんじゃないか、

まだ同じような言い方しますけど。そこの部分、もう１回だけ答弁していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 
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○産業建設課長（河合雄司君) 

 決して危機感を持っていないとかそういうことではないんですが、おっしゃられる通り予算の

中では何も措置していないという部分がございますので、おっしゃられることはわかるんですが

決して危機感を全く持っていないとか農業をないがしろにしているですとか、そういうことはな

いということをご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 確かになかなか難しい問題というのは質問している側としてもわかっております。今回、当初

予算に載らなかったということですけれども今後、町長もおっしゃっていますけども発生して確

認できた段階で蔓延防止対策及び被害軽減対策の方にもやっていきたいということも執行方針で

も出ていますし、補正の部分でもあると思います。その辺きっちりと対応していただきたいと思

っておりますのでよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

ご意見ございましたとおり今後に向けて、当然、関係機関なり農業者の皆さんの意向に沿える

形でなるべく良い方法で考えてまいりたいと思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 ほか、よろしいですか。次、進みます。３目畜産業費、89ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 畜産業費の町営牧場管理運営事業の関係についてお尋ねしたいと思います。今回条例改正して

ほぼ半数を廃牧して管理牧区を半減された、これは賢明な判断だというふうに理解しております。

ただ現実的にここ５年程度過去をみていると入牧頭数だとか実際に追肥をしている牧区について

考えた時にやはり非常にスピード感がなくて、もっともっと早い段階で現実的対応をやっていく

のが当たり前だとそういう感想をもっているところなんですけど、ただ今回そういった廃牧され

たことについては懸命な判断だった。ただ同時にずっとこれを直営で堅持していくという考え方

にたっているのか。ただこういった廃牧を機会に従来から農協は難しいだろうけども、酪農のク

ラスターであるとか、ある法人化した酪農家もいるわけですし、また違った形の中で直営ではな

くしてもっと合理的な管理と言うものを将来的な課題として検討したり具体化していくという方

向性を町としては持っておられるのか。あくまでも現況の中の直営という形の中で管理されてい

く、それを堅持されるという考え方に立っているのか、ここを確認させていただきたいと思いま

す。 
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○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 牧場の今後の管理のあり方ということだと思うですけども、今回６から 10 牧区を廃牧させて

いただきまして残り１から５牧区について管理をして参りたいということでございます。そちら

につきましては現状ですが、現状は従来の方法の直営という形で進みますがその後については過

去に古谷議員もおっしゃったとおり、農協にアプローチですとか色んなことを行っておりますが、

なかなか難しい面があって受けていただけなかったということもございますのでそういった働き

かけは今後も必要だと思いますが、当面は直営で行くしかないのかなというふうに考えてござい

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 過去においての経過も十分承知しているわけです。ただ町内における色んな環境が大きく変わ

ってきて、過去を過去として、今回は牧区から半減して廃牧しながら新しい体制をしていくこと

をきっかけとして、あるべき運営の在り方、例えば大規模酪農地帯においてもほぼ町が直営では

なくして、色んな形の中でやられているというのは酪農家を中心とした協同組合であったりクラ

スターであったりほぼこれはもう大規模酪農地帯の実態ではないかというふうに押さえています。

そして入牧頭数等を考えた場合についても今は半減されたとしても、それを有効に活用していく

という観点に立った場合については、この頭数ではなくしてもっと増やす可能性もあるという前

提に立った時に従来型の直営では限界値が見えている。地域雇用とか新しいそういった産業振興、

雇用、それから酪農振興をしっかりと産業振興の観点で捉えた場合についてやっぱり運営手法と

いうものを当面ではなくてある一定にスピード感を持って見直していくというのが時代の流れで

はないかというふうに考えるところでございますけれども、町としては当面堅持していくという

のは変わりない考え方なのかどうか。再度確認をさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 古谷議員のおっしゃることは十分理解しているところでございますが、現状としては先ほどお

答えしたとおり当面堅持していきたいと思っています。ただ、今後に向けては関係機関とも協議

しながらどういったふうにしていくかという検討はしていかなければいけないと考えますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君) 

 行政用語で当面というのはしないということとほぼ同じであって、積極的に具体的な検討に入

るという考え方を持つべきじゃないかというのが私の見解なんですけども、再度、しつこいよう

で申し訳ないですけれども、基本的にどういった考え方、当面という考え方に固執するのかどう

かだけ確認させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 当面に固執するつもりは特にはないんですが、今後に向けて検討ということで考えさせていた

だきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

 他、よろしいですか。次進みます。 

 ４目農地開発事業費、89から 90ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ５目道営整備事業費、90から 91ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 32ページ真ん中。多面的機能支払交付金事業。非常に大きな金額１億１千万円ほどの非常に大

きな金額ですけども、これは農村の持つ多面的機能を守ろうということで国からの補助金事業で

すけども、現実、農家の経営安定のための１つになっているのは非常にありがたいことで、それ

が現実ではありますけれども本来の農村の多面的機能を維持するという意味でこの事業が果たし

て使われているのか。あえて言えば、言い方悪いですけども儲けの足しにはならないけども広い

意味で、農村を守ることに繋がっているのかっていうことを考える時期に来ているのかなという

ふうに思うところもあります。 

昨年、大風が吹きまして物凄く土が飛んでビートが被害出ましたけども、先人はその暴風対策

に防風林を植えて防風対策をしました。今現在どんどん更新時期が来ていることもありますけど

も防風林が切られて風の被害を受ける状況になっている。そういうような対策に本来ならば使わ

れる部分があってもいいのかなということ。あるいはこの中にも使われる項目にもありますけど

も農道清掃という項目もあります。農道清掃という中には、のり面の草刈ですとか綺麗な道路環

境を守るということももちろんありますけども、舗装道路に土が上がっている、あるいは窪みで

畑の土が道路に流れ込んでしまうような場所もあるわけです。 

そういうようなことを防止する、そのことはシストセンチュウ対策にももちろん繋がってきま

すし、そういう本当の農村を守る多面的な機能にこの交付金をある意味検討する時期に来ている

のかなというふうに感じるところですけども、そこら辺についての御意見を伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 
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 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 多面的機能支払交付金事業の使途についてというか、そういう意味合いでご質問があったとい

うふうに受け賜りますが、こちらの事業につきましては農業者の協同とかそういった部分により

まして農地の維持管理をして保全をしていくと言ったような目的を持っている事業というふうに

認識しております。その中で議員のおっしゃられたような、例えば道路の清掃であるとか畑の縁

の草刈等とかそういった部分については当然今もやっていただいているわけなんですけども、そ

の他の枠組みとして防風林の管理ですとかそういったこともそういう事業の中では可能というふ

うに考えています。今いろいろな事業の枠組みをつくった中で、ある程度予算を配分しながらや

っている部分の中で今進んでおりますので、その枠組みを変更していくという作業が必要になっ

てまいりますので、それをやるということになると、この枠組みを大きく広げるということにも

なかなかなってこないかなと思いますので、ある程度の枠組みの中で組み替えが必要になるとい

うふうに考えておりますので、その中で農業者の皆様の御協力をいただきながら出来るところに

ついてはある程度やっていきたいなというふうに考えるところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

 ないようですので次に進みます。２項林業費、１目林業振興費から２目自然保護対策費まで一

括質疑します。91から 93ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 92ページ、林業振興費の製材等流通経費補助で１千万出ておりますが、対象２社ということな

んですが札鶴ベニヤが今年６月末で白糠の方にほぼ事業を移すと。本町に札弦に残るのは少人数

で行うランバーの部分だけというふうな話なんですが、それでもこのように毎年補助金を出して

いるんですが、こういった状況になりつつも出すという理由が私にはちょっとわからないんです

が説明をお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 製材等流通補助金につきましては製品等の移動に伴います交通費の補助という形の中で従来や

ってきたところでございます。その中でたまたまのお話でございますが今回の予算編成の段階で

はまだそういうお話は我々には届いていなかった部分ございますので、従来と同じような計上を

しているところでございますのでそういった部分でひとつ御理解いただきたいと。 

それから当然、事業が縮小されるということになりました場合には、実績に基づいてお支払し

ている部分がございますので、この通り例えば限度額いっぱいでお支払し続けることはございま

せんのでその辺ご理解していただきたいとお願いしたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 この補助金というのは平成 17 年からは確かやっている事業と思いますが、この事業の目的は

木材価格及び需要の変動や予想コストの増大により木材製品流通が厳しい状況に置かれているた

めというふうなんですが、当然札弦から白糠に移るということは流通の経費がこちらとは違うわ

けですから、かからないようになると思いますが、当初始まった頃は、３社に対して 1 千 500

万円おおよそ 15 年で金額にすると２億円以上のお金が会社にわたっております。それと火災の

時に補助金という形で１億５千万ぐらい出てるはずなんですが、今まで３億以上のお金が会社に

流れているわけですが、それでも結局は厳しくなってくるとこの場所にいるよりも白糠に移った

方がいいという決断で社長が下したんでしょうから、私も課長が答弁されたように、減額して渡

すということには大賛成なんですが、こういった状況になった時に来年度から打ち切った方がい

いんじゃないかなというふうに私自身は思います。 

それとやっぱりこういった補助金をなくしていって本当に困っている時に今回のコロナの問題、

町内の事業者がどれだけ冷え切っているか。皆さんもわかると思いますけど、そういう時にこそ

こういったお金を充てて、銀行窓口じゃなくて商工会を窓口にして無利子で町が融資をするよう

な、そういった考えを持った方がいいと思いますが、この製材流通経費補助に関しては私も今ま

で何回か意見を述べてきたことがありますが、もういいんじゃないかなというふうに私は思いま

すが課長は決められないかもしれませんがいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 議員のおっしゃられたいことは十分理解しているつもりでございますが、現実問題、実際業務

はまだ札弦に残るという部分がございますので、そちらの部分についての補助というのはあって

もいいのかなと。ただ今後に向けてどういう形態になっていくのかは私どももわかりませんが、

それがもっと状況が違う方向に向いていくのであれば考え直す必要もあるのではないかというふ

うに思うところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

今現在 80 名位いるはずですが、これが本当にランバー部分だけ残すとなったら５、６人程度

でする作業になるかなと。また先日、町長の方から本社機能はこちらに残すようなことを言って

おりましたけど、私はいずれ白糠の方に動かすんだろうなというふうな感じを持っております。

そういったことを含めて、課長言うように少人数でやっている部分に関してはやっぱり補助した

いという気持ちもわからないことはないんですが、やはりどっかで区切りをつけていかなきゃな
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らないのかなと。会社自体が区切りをつけるということを進めてきたわけですから、町としても

やはり今後こういったものに関しては考えていかねばならないというふうに思います。是非良い

方向に向かうように内部検討していただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 この件に関しましては、今後の状況を見ながら考えさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 92 ページの林産協同組合の補助について聞きたいと思います。金額的に 48 万ということで

これは町内の林産関係の会社が組合を作ったりする形でそれに対する補助を行っているような部

分なんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 こちらにつきましては、町内の林産業者が組合を作りまして、例えば林業労働者の退職共済で

すとか、そういったものの事務を扱っているというような団体でございます。 

 

○議長（田中誠君)  

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 何社ですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 現在は平成 26 年札鶴林材さんが札鶴ベニヤさんに吸収されたということもありまして、現在

２社ということになっています。札鶴ベニヤさんと清里林産工業さんになっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 
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○６番（勝又武司君) 

 池下議員の方からもお話ありましたけど、製材流通と同じように 48 万、２社フルに満度額と

いうふうに捉えてよろしいですか。そうしたら当然製材流通の関係も事業量に見合ったような形

の部分で検討していくみたいな返答ありましたよね。そうなるとそういう見解で捉えていいです

か。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 製材流通補助に関しましては元々移動に関する実績に基づいてお支払いをしておりましたので、

そちらについては実績ということになりますが、こちらについては林産協同組合に対する補助と

いうことになっておりますので、一応１年間この額といった形で出させていただいております。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君)  

撤退というか縮小を含めてね、協同組合自体が今後そのまま維持していくかどうかっていう話

は聞いているんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 林産協同組合の今後の存続とかそういった部分については私どもの方では情報は得ていないと

ころでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 ２社しかいない中の片方がそういう形になっているということは、存続云々というのは今後ど

ういうふうになるかわからないというような見解で捉えていいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 林産協同組合の存続については、私どもの方では現状捕まえていないというところでございま

すが、それで実際この組合の業務の中心になっているのは林業労働者とかそういった部分の例え
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ば退職共済の関係ですとか担い手センターへの申請事務とかそういった部分が業務の中心となっ

ている話となっております。ということは札鶴ベニヤさんの林材部の方の方々の業務をされてい

るという形になっているところです。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。村島健二君。 

 

○７番（村島健二君) 

 92ページの自然保護対策費の中の需用費でありますけれども、有害鳥獣、この処理事業費に含

まれていますけども、この内容というか何々が該当されているのか。私の方から言うのも変です

けど熊とか鹿とかキツネとかそういうものも含まれるのではないかと思いますけど、年間でどの

くらいの処理をされているのかわかれば。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 令和元年におきまして、鹿の捕獲頭数につきましては 68 頭でございます。それからキツネが

22匹、熊も箱罠で捕まえているんですけども、こちらについては今数字がございませんので後ほ

ど。数字がございませんので申し訳ございません。 

 

○議長（田中誠君) 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君) 

 そこは了解しますけども、今、猟友会も大変と聞いておりますので主に農家の方も鉄砲持って

いると聞いているんですけども、現在どのような状況になっていますか。鉄砲撃ちの人数という

か、猟友会。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 大変申し訳ございませんが、ただいま数字がございませんので、後ほどご報告いたしたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。なければ、ここで説明員交代となりますが質問漏れありませんか。 

暫時休憩します。ここで、11時 10分まで休憩といたします。 

 

休憩  午前 11時 00分 
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再開  午前 11時 10分 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて、質疑を再開します。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、93から 94ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 93 ページの１目商工振興費、商工業振興対策事業費の中にコミュニティセンターの改修調査

補助、新規事業で入っているというふうに思いますが、基本的に資金償還が全部終わって経年で

色々と不都合の部分が生じてきたという前提に立って今回全体的な調査を行っていき、年次的な

修繕を早期に長寿命化の中で行っていくという趣旨の中でされていると思うんですけども、今回

調査をやらなければ全体的な部分が見えてこないっていう状況もあろうかと思います。 

現状としてどういったところが商工会事務局が入りながら日々管理されているという前提に立

ってどういったところが現時点において支障が生じてきているのか、だいたい大項目としては事

務的にもつかまえるし、当然町には建設の技師いるわけですから現場でどういった状況かと確認

されていると思いますのでその辺の箇所とか、どういった課題があるかを明示いただきたいと存

じます。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまのコミュニティセンターの関係の経費でございます。コミュニティセンター建設から

22 年経過ということで今申された通りかなり老朽化の方が出ているということで、今回どうい

う所が実際にということで調査を今計上させていただきました。 

今のところ商工会関係とも話しながらでございますけども、１番は屋上の防水の関係が今一番

心配ということでございます。それに伴って玄関ポーチだとかバルコニー、１階のポーチの所と

かそういう所が商工会関係と話す中では今後修繕等が必要となってくるんでないかということで、

まずはその防水の関係を最重点というか、その他もありますけどもその辺実際どうなっているか

も含めて調査をしていきたいというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 予算の説明の書き方だと思うんですけども、改修の調査補助という形で会社との基本契約とか

基本設計でもなくて調査事務をやるのに今回 429 万が必要ということで、どういった手法の中

で行われるのか先ほどおっしゃった通り全体については事務局があって町にも建設の技師がいる

わけですから、ある一定のものについては当然調査点検をされて項目出しをやって。例えば具体

的に申し上げますと今実施設計を行ってきた小学校等についても前段階においては町の技師が全

体的な状況をチェックを入れた後において長寿命化計画の中で基本計画、基本設計やっていき、
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その後、実施設計という段取りを踏んでいるわけで、今回ダイレクトに調査事務という内容を行

うわけですからその具体的な内容、手法論について明示をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 このコミュニティセンターの修繕の関係でございますけども、まず事前の関係については当然

うちの技師の方でどういうところがというところで判断をしているところでございます。実際、

調査ということになりますとコミュニティセンターが商工会の持ち物ということがありまして、

商工会の方にその関係で調査の方の補助をしていくというような形で今回この補助というような

形をとらせていただいています。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 普通の建物の所有者が商工会だからそういった形で補助をして商工会が主体的にやるという話

なんですけども、当然今後そういった形は工事が必要となった場合については特定財源として商

工会が自主財源を持ってやるというのはほとんど考えられない状況であって、逆に言えば町が全

額的に補助をしたりとか町が主体的に何らかの補助を入れながら一般財源等の中でやって行かざ

るを得ないという状況を考えた時に、逆にですね町が商工会から委託を受けて直接的にやった方

が調査設計なんて早いんじゃないでしょうか。だから本当に経費の節減、手法論というものをや

はりしっかりともう１回捉え直して、将来的な実際の修繕事業を入れた場合の段階、それと今調

査現実的にやる段階ときちんと実態的な対応の中で調査して長寿命化することに関しては全く反

対じゃありませんし、ある段階でしっかりと年次計画をプロットしながらやっていくという方向

でやっていくことは妥当だと思うんですけれども、逆に今の商工会事務職員が欠員状態だとか、

専門的な職員がいないという状況の中でそれを補助という形で、ある意味では全面的にお任せし

てやるってことについて、将来的な修繕事業を踏まえた場合においても非常に不安が伴うものが

あるわけなんですが、この考え方、町としてはあくまでもこの方向性で進めていくというふうに

考えておられるのか。まだ実施において色々手法論を検討していく余地があるのかあわせて御答

弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問の関係でございます。古谷議員からおっしゃられた通り、基本的にそのよう

な形になるのかなと思います。商工会から町の方に依頼等を受けたような形で受けまして実際に

は事務的な部分も入札とかそういうのも含めて依頼を受けるような形と考えておりまして、実際

調査の監督員も町の技師がなるのかなというふうに今のところ想定しているところでございます。
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実際補助ということで計上しておりますけども、方法等については古谷議員おっしゃった形に近

いような形というかそのような形でこの調査を進めていくということでご理解いただきたいとい

うふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 予算を計上されていますから予算をどういうふうに振れという話はしませんが、全体的な予算

執行と今後の改築事業のあり方とか、じゃあ財源をどうしていくのかとかいうことを考えた時に

ある意味では今の商工会事務局の体制だとかは役員体制の中で財政的なそういったストックがあ

るわけでもありませんし引当をきっと減価償却して引当を持っているわけでもないと理解してお

りますし、そこにそういった専門的職員がいるわけでもないと考えた時に、ある程度町がやらざ

るを得ないというそういった実態に即した形の中で、やはりある一定の何億という今後屋根をや

りながらどこを触るとなれば１千万２千万で、今回調査費だけで 430万近いわけですから、それ

だけの調査費をかけるということについては、ある程度の桁が出てきた、修繕が必要だという前

提に立ってされるわけですからその辺しっかりと入り口の段階で今後の手法論も含めて財政的な

そういったきちんとした担保も含めてしっかりともう一度、商工会側、事務局同士だけではなく

してやっぱり役員ときちんとこの関係については今後の財政負担も町が伴うという前提に立って

積極的にそこをかみ合わせて事業に着手していただきたいと考えますので、特にこれは理事者と

しての考え方だと思いますので事務だけの話じゃないと思いますのでどのように捉えられている

のかその辺について御回答いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 コミュニティセンターに関わる今回の改修調査の補助の関係でございます。基本的に商工会の

コミュニティセンターは商工会において管理運営をいただいているということでありますが、実

績が財源の持ち出し云々という部分については町が今までも関与をしながら進めてきたという実

績がございます。また今回の場合は改修調査の前段であります。長寿命化の考え方をまず引き出

していくという部分でありますので、まずはこの形の中で執行をしていきたい。ただ今後におい

て今も課長の方からありました。具体的な作業に入ってくる段階ではどういう手法が最もベター

なのかという部分、業務委託がそういう商工会と町の間で建設工事に係る業務委託とかそういう

形がとれるのかどうかも含めて、これはもう十分検討させてもらわなきゃならないと、そんな思

いをいたしているところでありますので、そちらの整備についてはまた一定程度の考え方を示し

ていきたいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君)  

 古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君)   

 全ての公共施設について今後のその長寿命化に向けて、早目早目に手をかけて行って、ランニ

ングコストの削減と適正な管理については非常に賛同するところでございます。ただ具体的な事

業の進め方、手法論そういったことも念頭に置きながら、ただ単に従来型ではない、実態的な手

法を取られるように強く要望するものとして質問を終えたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 94 ページの商店街の活性化事業の中の起業・新事業の創出の支援事業補助についてお聞きし

たいと思います。昨年度恐らく予算づけされて１件もなかった結果で聞いております。ただ、今

まで実績もあるわけなんですけど、今後において今年も含めてそうなんですけど、新たに起業な

り新事業を創出していくという形の中で果たして本当に昨年の実績も含めてあるのかなっていう

ような部分も考える部分なんですけど、それとともに起業なり新事業を創出していけるような形

の１つの下地づくりとかそういうものがなっているのかなというのも含めて、新たにお店屋さん

を構えて事業展開してやっていくというようなことでかなり難しさがあるのかなとそのように感

じる次第であります。 

昨日もちょっと加工施設の関係のお話もしましたけど実際にあそこがそういうような部分での

試験研究機関とそういうようなことを町長からも返答いただいたこともありますけど、実際には

その販売に結びついたりという部分に繋がっていないわけで、本当にきちっとしたそういう新た

にそういうものを始めていくという下地部分が出来ているのかどうなのか、その辺含めた将来的

な展望も含めてお答えいただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいま勝又議員からの起業・新事業創出支援事業の関係でございます。実質的に言いますと

30年度は３件ということで、31年度令和元年度については実績がないような状況となってござ

います。 

現在この事業うちのところに問い合わせが令和２年度にこの事業を使ってやりたいという前段

の問合せですけども、今２点ほど実は今のところあるところでございます。下地づくりを含めて

ということでございます。実際 31 年度というか令和元年度はありませんでしたけども、次年度

については相談、問い合わせを受けているということもあります。いずれにしてもこの事業によ

りまして新たな出店者が増えることを事務局としても考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君)  
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 いくらか予定している人もいるっていうようなことで将来的にはちょっと期待したいような部

分もある訳ですけど、何回か僕も議会の中でも質問したりしている部分なんですけども、実際に

商工会側から捉えたときに、新しいその部分でのそういうものに補助して行くより、今現存であ

る自分たちが困っているわけで、そこに何とかしてくださいよっていうのはしょっちゅう聞くよ

うな部分があります。そんな中で、今コロナウイルス対策も含めて店舗の融資の関係ですか、中

小企業の。それを増枠したようなことなんですけど実際にそういうことで施してみても借りた金

ですから返さなくちゃいけないとそういう１つの返済の目途とかそういうもの含めて返済に至っ

た時には財政難で窮する部分が出てくるというのも含めて、たまたまコロナウイルスだけは余計

な部分かなと思うんですけど、全体的にあの商工業関係、商店街も含めて疲弊していることだけ

は確かですので、そしたらどう言うようなことが良いんだという部分になってしまいますけど、

そんなことを含めて今後の対策とかそういうもの含めて色々考えていかなくちゃいけない部分か

なと思いますが、その辺はどのような考え方でいるかお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの起業・新事業だけではなくて商工会関係業者全体の話かというふうに思います。こ

の起業・新事業についても当面は進めていくということで考えております。ただいま実際にお話

あったとおり、実際の商工業営んでいる方々がいるんではないかと。またコロナウイルスの関係

等もございます。その辺も含めて新事業の部分また現在事業を営んでいる方も含めてどういう形

が良いのかも含めて検討していかなくちゃならないというふうに思っているところでございます。

またコロナウイルスの関係につきましても、中小企業融資の関係、当然これについては融資なの

で返済が伴うということでございます。その部分の拡大等も検討しておりますし国の動向等も見

ながら今行っているとこでございます。それ以外の部分についても対策について十分に検討を進

めて行きたいというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 どのぐらいその飲食店なりまた店屋さん等の今回のコロナウイルスの関係で影響というかそう

いうものを捉えている部分かなと思うんですけど、相当いろいろ宿泊関係、恐らくちょうど今出

入りの時期ですから歓送迎会そんなものもキャンセルとかっていう部分で相当飲食店業または商

店街に関してもダメージがあるんじゃないかなと思っているんですよね。 

そんなことも含めていつ終息するかわからないっていうような先も見えないような部分の中で

ね。相当経営が逼迫するような部分が出てくるんじゃないかなと思います。その部分を含めて融

資も拡大したわけなんですけど、それ以外にやっぱり融資してもらっても返済の目途が立つ人に

は良いかもしれませんけど、そうでなくたとえ借りたとしても返していかなくちゃならないとい

うことが先にある部分については、なかなかその部分で繋ぎ融資としても使っていけないような

実態もあることだけは事実ですので、そこら辺も十分検討された形の中で今後の対策というかそ
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ういう部分含めて考えていっていただきたいなとそのように思う次第です。 

 

○議長（田中誠君) 

 副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

 色々お話があったかというふうに思いますけども、担当課長先ほどから申し上げているとおり

でありますけど、今融資の関係説明をさせていただきました。さらには今緊急的に各商工会を通

じて、そしてまた、商工会でない事業所等につきましても現状況について経済的な状況だとか、

人員的な状況だとか雇用的な状況だとか様々な状況を聞いております。町としては、直接的な支

援というのはなかなか難しい部分もありますけどもそういった状態がどうなっているのかという

のをまずはつぶさにそれもスピード感を持って調査をしまして、何ができるのかというのを早急

に協議をして参りたいと思います。各議員の御意見も伺っていきながら早急に協議を進めたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 ちょっと勝又委員とも関連しますけども、中小企業融資枠の関係ですけれども現実今コロナと

いうことで拡大的な解釈で運用を図りたい、そしてまた次年度はこのように 450 万の中で予算

計上されていますけども、現実問題、昨日の一般質問にもありましたけどもやはり、調査をした

中で今どのような状態があるかというのはつぶさに原課の中では押さえられていると思いますけ

ども、実質的な支援、今副町長答弁ありましたけども、出来ない。本当にそうなのかなと。本町

独自でもいいですから本当に困窮している零細な個店、事業所ほんとにそこにどのような形での

支援というか、実質的な支援ができるのか。そういうこともやはり検討する、このような緊急事

態ですから国が今中小企業融資の中で、同じような利子補てんをやります。あるいは雇用促進交

付金でそういう部分の手立てもします。休業補償もします。それは国もやりますけども本町独自

として本当に困窮している事業所体、数はわかりませんけども、仮に 15 件位の融資申請があっ

て仮に最大融資枠、別枠で設けて 500 万としたらせいぜい７千 500 万ですよ。その７千 500

万の金利補てんをざっと計算したらどの位かと恐らく 800万かそれぐらいです。 

多分５年なのか何年で処理するかの違いですけれども、それはそれで良しとして本当に今困窮

しているのは零細な小口でその仕入も困って、この２月３月でかなりの売上がもう酷いところは

３割あるいは２割前年比のそういうところも現実あるのかなと思います。そこの部分にやはり真

水ではあります、言葉悪いですけども。そういった部分に実効性のある現実性の手立て、これは

行政としての町民サービスとは言いませんけど、すき間なく町民の生命財産じゃありませんけど

も担保するんだという信義があるんであれば、やはりそこはどのような形か制度設計を今後の中

で早急に考えていただきたい。国は国として新年度の中でやってきますけども、スピード感が持

てるのはこの小さな行政ですよ。やはりもう今月２週間も切ってその中で何が出来るかはやはり

スピード感を持って検討して欲しいかなと思いますのでそこら辺重々検討していただきたい、こ

れは要望というよりは、やはりそこをつぶさにリサーチして出来ないのか出来るのかの判断です
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から、そこは政治的判断を私としては期待したいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまコロナウイルスの拡大に伴う対策の関係でありますが、先だっても議員の皆さんには

御理解をいただく中、清里町の中小企業融資制度これの拡充等を図っていきたいと当面３月の年

度末という時期を控えておりますので、緊急的な対策を打っていかなきゃならんということで御

理解をいただいておりますんで、その方向性を持ちながらまずは進めていきたい。そして３月 25

日までに各関係機関また個別の事業体を含めて実態調査を今入れておりますので、その段階で本

当に何が必要になってくるのかというのが明らかになってくるというふうに考えております。 

先ほども商工会の方とも意見交換をさせてもらったんですが、その中で実際に飲食店に行って

聞いたら今何が今必要なんだと聞いたらマスクが欲しいと。こういうことなんですよ、実際。お

金も欲しい場合もありますし、マスクも欲しい場合もある、消毒液が切れてきたからどこかで手

配できないだろうかと、そういう具体的なやはり個々の部分においては対応も出てくるだろうと

いうふうに思っています。 

実際にマスクあたりは何とかしなきゃならんなと我々も今は持っていますけども、あと何 10

日も続いたら、こと切れてしまうと。実際にどこへ行ったら買えるんだとそこら辺もはっきりと

わかりません、我々も。これも大きな課題になってくるだろうと。これは町民皆さんに影響する

問題でもあるなというふうに思っておりますんで実際そういうところで細かい我々が気付かない

ところで困っているという部分もあるようでありますから、当然そういう部分についてもしっか

りとサポートをしていきたいというふうに思っておりますし、先ほど申し上げましたようにまず

は年度末を迎えた緊急する部分をクリアしなきゃならない。そして一人でも漏れ落ちることがな

いようにその後に、融資ですから返してもらわなければなりませんけど、真水を打ちこむという

ことも１つの手法にはなってくるだろうと。ただ町民のお金を使わせてもらうわけですから何で

もかんでもということにはなりませんけども、やはり一定の担保をしながらそこらにおいても十

分に対応していきたいなというふうに考えている次第でもあります。 

３月を過ぎた後の近い間の対応、それから中期にわたる対応、長期にわたる対応、それぞれの

中で検討させていただきたいというふうに思っておりますので、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) 

 前中康男君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 町長の答弁の中にありましたけども、真水に対する考え方これは議員も同じように思いますけ

ども、今まで緊急対策という形でいろんな業種業態がありますけれども、やはり農業関連でも同

じような緊急対策の中で真水のごとく実施した経過があります。今回のコロナ同じように私たち

もそうですけども、いろんな業種業態を変えた中で真水的と言いませんけど、そういう緊急的な

要素を全面的に出しながら対応するのがやはり小さな行政区としての責務かなと私は思いますの
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で、そこら辺も重々検討しながら年度内３月中に実行できるものは実行する。年度から変わった

中で国の政策はありますけども町独自の中小企業融資、あるいはいろんな形、消費者の喚起の中

で昨日の一般質問にもありましたけども、そういうような１つの手法もありますけどもまず、本

当に大事なのはマスクも大概必要です、消毒液もないという実態もありますけどもそれも一緒に

あわせたパッケージとしてやはりケアする、それが本当の町としての責務かなと思いますのでそ

の辺よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま御意見をいただきましたように、我々としても先ほど申し上げました一人の脱落者を

出してはならないという思いで取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君)  

 他、よろしいですか。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

 今、前中議員からも緊急的な部分についてはそういった形で進めていただきたい、私も同じ思

いでございますけど、特に全般的な商工振興に対する支援のあり方という形で予算も含めて、今

回先ほど勝又委員からもお話あったとおり新規の起業や新事業創出の関係については 600 万の

予算計上の形で従来の 900 万円から実績がなかったから 600 万円に落としたのかわかりませ

んけども、縮んでいますよね。当初予算としては。実績、それからこの科目じゃないですけれど

も、移住の段階での支援も額が縮んでいる。というのは今回なども町長の町政執行方針のことを

言って申し訳ないんですけど地域雇用もそういった新規の起業だとか新事業と雇用を結び付けて

いくという、こういった町政執行を出しながら両方の予算が縮んでいる、当初の出し方が縮んで

いる、やっぱり商工振興に対するその商店街振興に対する部分とか、観点がやっぱりどこかです

ね、やっぱりしっかりしたものをきちんとリビルドしていく必要があるのではないのかなと。 

 そこで１つだけ言うと商店の承継の話が新しく去年の段階において３月において商店街活性化

事業の起業・新事業創出支援事業費の補助という中において、これはそういった幅広にやってい

こうという形と逆に新商品の開発は抜きますという話で、そして３分の２から４の３にかさ上げ

しましたけども、結局そういった形で令和元年度は１件もなかったというのが事実でそれと同時

に、そういった中において新しいものをきちんとやっていく、これは非常に大事なことですし、

逆に私は堂々と 900 万なら 900 万予算として提案された方が良かったのかなという意識を持

っているわけですけれども、それとあわせて既存の事業者が単純に自分の家の息子とか娘に店を

継がすだけでなくして、子どもたちがみんな出てしまって第三者への承継をせざるを得ない、そ

うしなければ中小零細も残って行かないという状況にもう既にうちの町の個人事業所、商店はな

っているというのが事実じゃないでしょうか。 

 そういった段階においてそれをどうやって支援をしていくかとか、第３者承継も含めた形の中

での仕組みをビルドしていく取り組みが緊急的にも求められているし、すでに私の聞いている範

疇では令和２年度の中においては、第三者承継で何とか事業所として残っていくという話も聞い
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ているわけなんですけども、実際の問題として今言ったように、自分の身内として残っていると

いうところはほとんどない、限られている。３つ４つ指で数えられる位しかなくて、ほとんどが

今の方が年をとられていくと、無いという状況は店を閉めていく環境にならざるを得ない、そう

いった実態をしっかりと把握した時に商工振興計画の中にそういった観点なかなか見えてこない

んです。商工振興計画をやっていくと言っているけれども具体的な課題の洗い出し、何が重点す

べきものなのかという、そういった形の中でももう１度その辺のしっかりと商工会、金融機関そ

れと町が入る中、そういった常設的な協議何かあった時にだけ集まってやろうじゃなくしてそう

いった仕組みとかシステムをビルドアップしていく必要がもうあるんじゃないでしょうか。その

辺どういうふうに現在の事業承継の環境というものを理解し今後の取り組みの中で何か具体的な

方策を持っておられるのか。今年度予算の方策を持っておられるのかその辺について御答弁願い

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの商工業における現状かなというふうに思います。特に跡継ぎがいない部分の個店等

関係も含めた事業所への対応ということで、第三者承継のお話も出ておりました。商工振興計画

の中でもその部分については課題という事を認識してその計画の中にも盛り込んでいる部分ござ

いますけども、実際に具体的にということを言われますとなかなか今後の課題ということでしか

答弁できないんですけども、その辺当然第三者承継だったりとかＵターン者だったりとか色んな

部分でその辺についてもきちんとした中で今の個店や事業所が継続するような形をとっていくよ

うな方策が必要かなというふうには認識しております。今後の大きな課題の中の１つということ

で対策については十分検討させて欲しいというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 かなりの目の前の話になっていると思います。町内でいうところの大手であっても今言った零

細な個人商店であっても非常にそういった所に既に環境が目の前のものとして迫っている。そう

いった時には単純な補助金だとかそういった事業ではなくして、融資の考え方にしましても当然

銀行との関係でそういったものを継承していくとか、いろんな形を必要とされてくるとそういっ

た切羽詰まった状況に何かが起きた時に後追いではなくしてそういったことをもう１回俯瞰した

中において日常的に、通常的に今回コロナにしても何か起きてからではなく、起きなければ良い

わけですけれども、ただ今言ったような商店の廃業ですとかそういった事業所の継承は非常に難

しい環境というのは現実の課題であるわけですからそうしたことを前提として支援制度とか仕組

み、それから今言った連絡調整だとか協議とか情報交換というものを日常化していく姿勢がやは

り町には求められている、そのように考えておりまして、そういった仕組みづくりとか、ある一

定のシステムそういったものを今後つくり上げていくという考え方をお持ちかどうかだけ確認を

させていただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 先ほどの部分その部分のついても質問いただいた部分答弁ができていなかったところでござい

ます。当然日頃から商工会また金融関係、その他産業関係とも色んな部分で、常に連携が必要か

なというふうに思っております。今言われましたことも含めまして、常に現状をつぶさにまた課

題が何かも含めまして、今後の対策も検討できるように常に連携できるように進めていきたとい

うふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。それでは次進みます。 

 ２目観光振興費、94から 98ページ堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

 96ページの１番上になりますけども観光協会の補助、この金額が昨年度から比べて 100万円

ほど少なくなっているんですけども、このことについて内容を教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの観光協会に対する補助の関係でございます。100万ほど昨年に比べて減額というこ

とでございます。人件費にまつわる部分ということで、途中で辞められた方、また年齢の関係で

臨時職員の方が協会の方に入ったこともございまして、それにまつわる人件費の部分で減少され

ているという内容であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 主に人件費ということで了解しました。別な関連になんですけども、体験型観光について御質

問させていただきたいと思います。体験型観光にもこの町は力を入れて行こうということで執行

方針等にも示されているわけですけども、数回のモニターツアーをしまして現実幾つかの商品が

出来上がっていろんな芽が出つつある状態でしたが、今年度については残念ながらほとんど動き

がなくなっているような状態で１年間が過ぎてしまいました。次年度に向けてその反省をもとに

どのような形でこの体験型観光、グリーンツーリズムに力を入れていくつもりなのかをお伺いし

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 
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 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま堀川議員からの体験型観光の御質問かなというふうに思います。30 年度からモニタ

ーというか試験的な部分がありまして 31 年度から本格的ということでグリーンツーリズム含め

ました体験型観光商品も企画しながらということで進んでいましたが、令和元年度につきまして

は一部のダウンヒル等のサイクリングの関係についてはかなりの実績がございましたけど、その

他パッケージのツアーについてはあんまりというか実績がなかったような状態でございます。次

年度に向けてということでございます。当然広告的なものを強化していくということと、また昨

年６月の補正予算でついて走り出しが遅かった部分もございます。当然新年度はその分のＰＲも

含めて年度当初からと言いますか時期を逃さずそのツアーについて募集なり広告等早めに行って

強化をして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) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 今年度については、まず人事異動の関係や予算の関係でなかなか動き出しが悪かったというこ

とは残念ながら本来ならばあってはならないことで理解しますけども、その反省をもとに次年度

しっかりやっていただきたい。その中で１つ心配が、今まで窓口になっていたＪＴＢの北見支社

が閉鎖されるということでその分でまた足を引っ張る原因になるのかなというふうに非常に心配

しているところですけども、ぜひせっかく積み上げてきたものがありますのでＪＴＢに代わるも

のがあるのであれば、カバーできる体制づくりですとかＪＴＢ以外のものですとかＪＴＢとの新

たな連携の取り方というのを模索していただきながら積み上げてきたものが無駄にならないよう

な事業展開をお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま御質問でございます。今おっしゃられたとおりＪＴＢの北見支社については今後無く

なっていくとこちらの方も聞いているところでございます。当然今まで積み上げたこの事業でご

ざいます。その分はＪＴＢからもきちんと引き継ぎを受けながら、また今その部分を検討してい

るところでございますけども、きちんとその他の関係団体とも協力しながらこの事業について停

滞することなく向上することを目指して進めてきたというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 清里観光協会補助１千万円なんですけども、この中に斜里岳登山道整備ということで 103 万
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予算が上がってるんですが、どのような整備を行っているのか。またどういった方が何名ぐらい

でやっておられるのかお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 斜里岳の登山道の整備の御質問でございます。斜里岳の登山道の整備につきましては観光協会

の方にお願いして行っているということでございます。なかなか道立公園とはいえ、上の組織と

言いますか、国・道の支援が難しいということで今現在、町の方で観光協会にお願いしていると

いうことで行っているところでございます。整備の手法においてはやはり山ということもありま

して、自然に配慮したということで近自然工法という形で観光協会の方に実際の登山道の整備の

方をお願いしているような形でございます。 

実際に登山道の整備に当たりましては平成元年度でいきますと３回ほど行っていただいている

ところでございます。７月、９月が一応登山道整備ということでそれ以外にも６月から 10 月に

かけましては、登山道の枝払い、草刈とかそういうのも含めて常に観光協会の方等も含めまして

行っているところってございます。７月の時にはそれぞれ大体 20 名ほど、９月の時にも 25 名

程ということで人数的にはそれらの方に観光として斜里岳登山道の整備の方を行っていただいた

という実績になっているところでございます。その他、先ほど言いました通年登山ガイドの方の

協力も得ながら整備を行っている状況でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 これ観光協会の方で個別に色んな人員を頼んでやっているのかなというふうに思いますけども

毎年大体６月末位から山開きをして 10 月いっぱい位まではいるのかなと思った中で、天候によ

って相当登山道も荒れたりしてて、重機が入れないということで全て手でやらなきゃならないと

いうことで、この 100 万円という予算は何年か前からついてると思いますが、今後もこういった

ことを計画的に予算付けをしながらやっていくということで理解してよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 議員おっしゃられた通り予算付けをしながら計画的に行っていきたいというふうに思います。

斜里岳の登山道については登山道の荒廃が酷いということも確認をしております。観光協会と連

携をとりながら整備に当たっていきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君) 

 関連する部分で私しょっちゅう斜里岳行くのでよくわかっているんですけど、新道の荒れが非

常に大変だという形の中でこの事業によって非常に安全性が格段に高まっているというのはこれ

は事実だと思いますし、それに携わっている人達も一生懸命やっていただいているということも

事実だと思います。今後の検討というところで、資材の関係等について当然自然工法できちんと

やっていっているという形で、なかなか限られた人数、限られた予算の中でなかなか一気には進

まない、これは致し方ない部分なんですけどやっぱり人力でやらざるを得ないという部分で、資

材運搬等、民間航空使うか使わないかは別な話ですけれども、当然国立公園、阿寒ですとか知床

ですとか羅臼ですとか、業者に資材運搬はある一定の２年分、３年分のある一定の場所にストッ

クしておきながらそれをある地点から運びながらやっていくだとかという色んな手法論があると

思いますので、大きな斜里岳という清里の観光の資源ですから、ある意味ではそういった形の中

でより安全性を確保していくということで従来のさっき言った通り手法だけにこだわらず、観光

協会も他の事業をやりながら登山道整備だけでやっているわけじゃないですし、当然ガイドも沢

山いるわけでもないですし、斜里岳の山麓を守る会とか色んな関係者を呼びかけながら町の職員

も含めて出てやっていくのが実態だと思いますので、そういった手法論ももう１段階レベルを上

げて観光協会を主体にやってもらうのは全然問題ないですが、そこに全部オンしてやるというこ

とはちょっとしんどいのが観光協会の部分も本音であってそこをもう少し一緒に手法論を考えて

やっていくことがスピーディーでしかも安全性の確保の上でも必要な時期に来ているのではない

かと考えておりますので今年度の予算云々は言いませんので、是非新年度中にそういった方向性

の検討を加えて行く必要があるのではないか、このように考えるところでありますので、担当課

長としての考え方をお示しいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 斜里岳の登山道の整備の関係でございます。観光協会の方には道立自然公園内ということで環

境に配慮しながらということで最小限の案内標識とか先ほどから出ている自然工法により整備の

方お願いしているということでございます。 

今、資材運搬の手法等も含めて安全面のお話も出ておりました。その辺どういう形で今後登山

道の整備にあたっての手法だったりとか仕組みができるのか十分に検討させていただきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 是非そういった形の中で、当町残念ながら山岳会が実態的にないといった形で遭対協中でもそ

ういった形でないということで、特定のそういった観光協会自体は一生懸命やっていただいてい

ると思いますけど、やっぱり人的な部分だとかいろんな部分でそこに全部を乗っけて今の体制の
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中でやっていくということは事業が進まなかったり、手いっぱいであれもこれもと抱え過ぎてし

まって手が回らない。これはやっぱり斜里岳の整備というのは安全性の確保という形や当然ドク

ヘリとかいろんな部分で消防、警察も含めながら対策を練っているところですが、近年、斜里岳

における事故というのは多発傾向にあるということは事実なんで、そういった環境を考えた場合

においても整備の手法論というのはどういったことが今後妥当なのかということはしっかりとチ

ェックすべき時期に来ていると認識しますので、今課長が御答弁いただいた中で積極的に年度内

にあるべき整備の手法を詰めていただきたく要請を申し上げたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 斜里岳の登山道の整備の関係でございます。観光協会に全部を任せるだけなくて当然町として

もどういう手法等が良いのか十分に連携しながら今後環境にも配慮しながら進めていきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 その他、よろしいですか。次進みます。３目オートキャンプ場費、98から 99ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次進みます。４目江南パークゴルフ場費、99から 100ページ。池下昇。 

 

○５番（池下昇君) 

これはもう参考までに聞きたいんですけれども最近パークゴルフ離れというのがどこの市町村

もそういうふうな流れがあるみたいなんですが、昨年の利用者数とピーク時の利用者数がわかれ

ば是非報告していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 昨年、令和元年度の江南パークゴルフ場の利用者数については 3,835 人でございます。20年

度以降ということで、ピークだったのが平成 21年ということで、8,447人ということでかなり

半分以下ということでパークゴルフ場の利用者が減っているような現況でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今回、条例改正で金額等下げてまた年間の使用料も下げたわけなんですが、こうやって数字だ
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け見ると半分以下になった。ただ半分以下になっても要するに年間の事業費は変わらないだけか

かるわけなんで、何とか半分以下になったけどもまたピーク時にはというのは難しいけれども、

少しでも多くの人が来てくれるような何か手法を考えた方がいいのかなというふうに私は思いま

すけども、原課としては何か増やすような考え、案があればお聞かせ願いたいというふうに思い

ますけど、いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの御質問でございます。先ほど言った通りかなりピークから比べて半分以下というこ

とで利用者が減っている状況でございます。今回条例提案させていただいておりますけども利用

料金については利用しやすい料金体系ということで改定の方をさせていただく予定となってござ

います。その改定に伴いまして当然利用者が増えるような形ということで、PRの方は強化をして

いきたいというふうに思っておりますし、パークゴルフ協会とも連携しながら例えば大会等を本

町でやってもらうとか色んな部分でまた今回より若年層といいますか、そこら辺についても、利

用できるような改定をしているところでございまして、それも含めまして全体的に少しでも多く

利用者が増えるような形をとれるように進めていきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 パークゴルフって元々そんなに若い方やっていなかったなというふうに思うんですよ。高齢者

が多かったかなというふうに思いますけれども、高齢者の方々がだんだんリタイヤしてくるとい

うかだんだん江南のゴルフ場は厳しいですから、やっぱり上り下りが激しいので緑ヶ丘公園の方

のパークゴルフ場に行っている方が最近多くなってきているという話を聞いておりますので、江

南の方には今課長おっしゃっていましたけれども、若い子たちの取り込みを何とか考えてやって

いただくようにしていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま議員からもあった通り、利用人口に向けて今後施策を進めていきたいというふうに思

っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。ここで説明員交代となりますか。質問漏れありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君) 

なしということですので、ここで、１時 30 分まで休憩といたします。 

 

休憩  午後 ０時 06分 

再開  午後 １時 30分 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて、質疑を再開します。 

 午前中の村島議員の質問答弁を、産業建設課長の方からお願いします。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 午前中の農林水産業費の中で村島委員の方から質問がありました。猟友会会員の数をお知らせ

したいと思います。現在、猟友会の方は 14 名でございます。その中で銃の免許をお持ちの方が

12名、それで罠のみの方が２名ということの計 14名となってございます。 

それと参考でございますが最初にお答えしました鳥獣の捕獲数でございますが、ヒグマの部分

が令和元年度は５頭となってございます。 

 

○議長（田中誠君)  

 それでは進みます。 

７款土木費、１款道路橋梁費、１目道路橋梁費 100から 101ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

 次進みます。２目道路新設改良費、101から 102ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

 ２項都市計画費、１目公園費、102から 103ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

 なければ次進みます。 

 ３項住宅費、１目住宅管理費、104から 105ページ。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 104ページ、公営住宅管理事業費の中の修繕料になると思います。審議資料の 38ページにな

りますけれども、公営住宅クッキングヒーター修繕事業 325万ほどの予算がついておりますが、

これ電気コンロって昔ながらのくるくるとしたやつをクッキングヒーターに更新するということ

なんですけど単純に確認なんですが、クッキングヒーターに更新するのというのは、今のＩH コ

ンロにするということなのか、それとも同じような電気コンロにするということなのかお伺いし
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たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 修繕におきまして、今度ＩＨの方に変えたいと思っております。２個口のタイプで考えてござ

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。なければ次進みます。２目住宅建設費、105ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ２目住宅建設費の関係ですけども、公営住宅の長寿命化計画、平成 29 年から令和８年までの

10ヵ年という形の中で今進められているという理解をしていまして、建設でいくと計画上は 29

戸の建設、それと除去が 76 戸という形の中で今進められていると思うんですけど、民間の需要

だとか民間での建設だとか色んな形の中で調整されてきていると思うんですけれども、昨年度の

予算においても新設建設がなかった。今年度も当初では新設の建設がない、かなり計画ともう既

に２年間続けてズレが大きく生じているという状況の中において、需要調整でこれは仕方ない話

というふうに収まる話なのか、やはり除去を前提とした部分において新築という全体的なバラン

スというのをどういうふうに取っていくのか。大きなひずみが出てきているんじゃないのか。そ

の辺の計画の推進にあたっての２ヵ年続けて新築が行われなかった理由根拠、全体的な 10 ヵ年

計画における影響、こういったものをどのように捉えて今年度予算を計上されているのか。それ

についてお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ２ヵ年公営住宅の新規の建設がないということでございましたが、町内業者が建てました民間

住宅もございまして、そちらについても今年の１月になってようやっと全戸埋まったような状況

でございます。 

また、公営住宅の現況といたしましても昨年７月から今年の３月まで公営住宅、特公賃含めて

でございますが、募集をかけて大体バランスがとれて選考委員会も今回はしなくてもいいような

状況で上手くバランスがとれているのかなというふうに考えてございます。 

既存の公営住宅でまだ空き家があります。既存の住宅を修繕しながら住んでいただけるような

住宅に手を加えながら既存のあるものも大切にしていきながらやっていきたいというふうに考え

てございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 



 

203 

 

○２番（古谷一夫君) 

 10 ヵ年計画で進めているという形なので需用と供給の関係のすでにアンバランスが生じてい

るということであればこれは大きくもう一回修正した中でやっていくという形、特に今言ったよ

うな空きがあるとすれば計画的な大規模修繕を加えながら、良好な関係をやっていく。予算的に

ずっと修繕もそんなに伸びていない、建設も縮んでいるといった実態という中において特に若い

世帯の方たちができるだけ良好な環境に入ってきたい、いろんな部分で子育て世帯とかそういっ

た配慮という住環境の非常に重要な話になってきていて、一方では高齢者はケアハウスが出来て

くるとう形の中で住宅政策のあり方、流れ、それから関連する部分で町内における経済的な振興

という色々な側面にしっかりとした方向性をもう１回リビルドした中においてこういった新築、

大規模改修、除去というものをもう１回チェックをかけていく必要性を強く感じるわけなんです

が、その辺の認識を持っておられるかどうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 公営住宅の長寿命化計画の来年が見直しの年になってまいります。長期的な計画を見直しなが

ら住宅建設にはあたってまいりたいというふうに考えております。ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 来年から見直し期間、ただ現実的に全然計画とずれてきているという実態の中で５ヵ年過ぎた

から見直しじゃなくてそれほど計画自体の妥当性も問われるわけであって、早い段階においてど

ういう形でやっていくかということも前倒して見直しも必要じゃないか。計画ありきだと計画に

拘泥しながら前提として全く実態と違うものを５年間引っ張ってしまうことは本来のあり方では

ないと私自身は考えます。部分修正、２年３年やっただけで全然違うのであれば３年後にはきち

んと見直しをして実態に合った中において施策を打って行くという姿勢がなければ、計画そのも

のが大事じゃなくて実態的にそういったことの実効性が担保されて課題解決がされていって、住

民福祉に結びついているか経済振興に結びついているかという観点の中にやっぱり事業の見直し、

その前提となる計画があるんだとすれば計画自体の有り様というのが問われているわけであって、

そこはしっかりやっていかないといけないというふうに感じるわけなんですが、あと２年後の見

直しまでそのままの形で行くという考え方に変わりはないのか、まとめて御答弁願いたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 
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 実は建設の関係で申し上げますと、今までも社会資本の交付金を活用しながら建設をしてまい

りました。令和２年度の当初予算では計上してございませんが、経済状況等もありますので色々

加味しながら令和３年度に向けてまた検討してまいりたいと思っておりますので、ご理解を賜り

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 スピード感をもって現況の変化というのは非常に激しいという前提に立って、適宜実態に沿っ

た施策展開というものを、どうしてもうちの町については全ての分野に必要とされているという

認識に立って今見直すという方向も含めて、また建設については２ヵ年連続見送りだけれどもど

うなのかと再検討も含めて適切な対応をぜひ今後検討していただきたい、このように考えます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 検討してまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

 公営住宅の改修工事についてお伺いしますが、昨年の予算が１千 500万、今年が 776万およ

そ半分に減っております。今回の工事の内容を見ますと、さくらんぼ団地の１棟４戸屋根と外壁

ということなんですが、この問題に関しては昨年も町長に一般質問させてもらいましたけども、

やはり空いているところが同じ所が数カ所ずっと変わらずある。私も前に言いましたけども、や

はり町民の声を聞きますと寒いという話を聞かれた。 

今、課長の答弁を聞いておりますと次年度に長寿命化計画の見直しということで、そこまで引

っ張る考えなのかそれとも空き室を何とか埋めようとする中で、やはり外壁とか屋根じゃなくて

暖かい断熱とかそういった所も工事修復をするためには、とてもじゃないですがこの 776 万円

の金額では到底無理なわけでありまして、こういった計画そのものが何年かごとに見直されてと

いうことはわかりますが、やはり今の現状を見た中ですぐに対処していくような施策を打ってい

かないと家というのは入らないとどんどん駄目になっていきますので、そこら辺を何とか行政の

力で早く埋めて新築の公住を先送りしてでも、ここを埋めていくんだという考えを持ってやらな

いと、いつまで経っても変わらないと思いますがその辺どういった考えでいるのか聞きたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 
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○町民課長（熊谷雄二君) 

 既存の公営住宅の有効活用の部分だと思います。令和２年度につきましては修繕料の中で実は

クッキングヒーターの 325万円、それと換気設備、先ほど寒いというようなお話もありましたが

換気設備の修繕も検討しております。計上している額が 388万円かけて、なるだけ快適になるよ

うに修繕の手を加えたいと考えています。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 776万の他にそういった換気設備の改修ということで 338万あがっているんですが、どうし

ても断熱材というのはこれ築 25 年以上経っているんですよ、さくらんぼ団地というのは。やっ

ぱりそういう観点からすると。だんだん断熱材自身もダメになってくるのかなというふうに思い

ますが、これ大規模改修になるのかなというふうに思いますが、空いている時にやらなかったら

改修できないので、やはり空いているうちに断熱等の計画があるのかどうか、その辺はいかがで

すか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 空いているうちに修繕をというお話でございましたが、公営住宅の管理事業費の中の修繕料に

退去等に係る修繕等も見てございます。大きな事業はできませんが一般修繕の中で対応できるも

のについては、逐次対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 さくらんぼ団地だけでなくて、はごろも団地とか野川団地とか結構あちこちの団地で空き室が

目立っている中で、町民の人口自体が減っておりますし、他町からのやっぱり移住もそんなにあ

るわけではないということを考えたら、やはりこの公営住宅の空き室自体を見直さなきゃならな

い。そして長寿命化計画に則った中で行ってきた新築の公住自体も見直して、しばらくは行わな

いという考えで進めなければ、片方は空いている、片方は新しくなる、これの繰り返しになると

本当に宝の持ち腐れになってしますので、その辺も十分ですね。長寿命化計画の中で策定してい

って良い物あるわけですから何とか修繕して使えるようにして町民の皆さんに喜んでもらえるよ

うな住宅づくりをしていって欲しいというふうに願っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 
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○町民課長（熊谷雄二君) 

 御意見賜りまして本当にある既存の施設を大切にしながらも、魅力のある、住んでみたいとい

う住宅づくりというものも必要でございますし、また、一方で町内の経済的な部分も考えなけれ

ばいけないというふうに考えております。今後、十分に協議して進めたいと思いますのでご理解

を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他。前中康男君 

 

○８番（前中康男君) 

 公営住宅の話が色々出まして、住宅環境に困窮されている町民の皆さんへの住宅提供というこ

とで大変ご不便になっているところの小破修繕というのは町の責務として実施すべき問題かなと

思います。 

もう１点、空き部屋の関係で札鶴ベニヤの関係で話変わるかもしれませんけど、今後、どのよ

うな形で進むかわかりませんけれども、職員の中にも町営住宅に入居されている方々がおられま

す。その人数がわかりませんけども、それによってもし何らかの離町に対して空き部屋が出るそ

うなった時に色んな部分の管理の中で空き部屋の修繕あるかもしれませんけどもその辺を予算の

中ですけども今後の中で何というかな、適材適所じゃないですけれどもタイムリーにやっぱり処

理しなければならない部分、多分あると思うんですね。そこら辺、次年度の予算ですけども、そ

こら辺、どのように今原課の中で認識しているかだけお聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

  

○町民課長（熊谷雄二君) 

 前中議員からの御質問でございます。まだ札鶴べニヤの関係で何戸空くというのは、うちの方

ではまだ把握はしておりません。恐らく何戸かは空くのではないかと思いますが３月 20 日頃ま

でに従業員の方と確認をとるというふうに聞いておりますので、それから恐らくそういう相談が

あるのかなと思います。 

修繕の関係でございますが、当然長年住んでいれば壁紙だとかそういった部分朽ちております

ので、そういった部分については既定の予算で退去された時に対応しておりますし、これからも

対応してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

これからの中で勝手な話で大変恐縮だったんですけど、現実そういう事案が多分出るとそうな

った時に今、イメージするのは札弦なんですけど管理共益費というか、例えば入っている人たち

で応分の負担というやり方である程度の町営住宅になってくると思うんですけども、その時に戸
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数が激減すると。その部分どこの町営住宅も、特公賃も同じだと思う。例えば共用の階段通路の

電灯だとかそういう共有費という中で多分徴収しているのかなと思うんですけども、ここら辺の

負担が極度に上がるだとか上がりますよね。そういう考えで僕の頭の中の感覚ですが、そういう

感覚でよろしいんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいまの共益費の関係でございますが、電気料につきましては、戸割りでやってございます

ので共益でやっている部分の電気料、その分は人数割で割ってございますので、額が幾ら上がる

かというのはわかりませんが、若干御負担が増えるのかなというふうに認識をしております。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 その分逆に負担が増えるという理解の説明かなと思うんですけども、コスト削減と言う言葉は

良くないですけども、それを使わない、あるいは減灯っていうか、数を減らすだとかで余りにも

今までの共益費が仮に月 500円が 1,000円とかになってくると、いくら低額の家賃で入ってお

られる方々も共益費が倍だとかになるというのは、今回特別な事案ですけれどもその辺って現実

勝手な話ですけども、現実はそういう形で応分負担の割り返しでということで今の段階では理解

して良いということですね。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

  

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいまの御質問でございます。３月 20 日が従業員さんたちの回答の日ということで、今現

在何戸なくなるかというのはわかりません。ただ、町の方としてもなるだけ金額の負担が上がら

ないような方策ができるのかどうかその辺含めてこれから検討を加えていきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。なければここで説明員交代となりますが、質問漏れはありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

ここで、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君) 
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 休憩を解いて、質疑を再開します。 

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、106から 107ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。２目教育諸費、107から 109ページ。岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 108ページの遠距離通学バス業務委託料６千 800万とあるんですけれども、今現在通学バス

を利用して通学されている生徒の人数がわかれば教えていただきたいのですけれども。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 スクールバスの利用者でございますが、令和元年度定期券を発行している児童生徒の数でお答

えいたします。小学校で 73名、中学校で 29 名でございます。そのほか一般の方で 18、清里高

校の生徒の方で 62 名、定期券を発行して、失礼いたしました。清里高校につきましては小清水

線も含めて 62名の定期券発行となってございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 業務委託ということで、斜里バスさんにもだいぶ委託されていると思うんですけども、実際４

路線の中であれだけの大型バスが必要でない路線という部分はあるんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 スクールバスにつきましては、登校時につきまして一斉に全員乗りますので一定程度大きなバ

スが必要というふうに認識しております。ただし、下校につきましては３便に分かれますので、

そういう意味ではバスのサイズが小さくても可能という部分ございます。しかしながら、それぞ

れのバス会社でその都度バスのサイズを、その日その日その便その便で変えるということができ

ないものですから、清里町のスクールバスに割り当てられたバスが１年を通して走るというシス

テムになってございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 
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○１番（岡本英明君) 

 実際、登校時は沢山おられるということで、なかなか難しいのかなという部分もあるんですけ

ども、将来的に人数も減ってきてマイクロバスのようなもので運行できるような事があれば清里

町として運転手を雇用しながら１路線でも運行できないものかと思うんですけども、将来的にそ

のような検討を今後なされていくのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 スクールバスの運行形態でございますが今後、児童生徒数ここ数年は横ばいでございますが、

今後少しずつ減ってくるのは事実でございます。そうなった場合、なかなか町直営という形、こ

れはいろんな経費等考えた中で難しい部分もあるかと思いますがマイクロバス、もしくはワゴン

車を使っている自治体もございますので、その辺については今後検討してまいりたい。ただその

際はスクールバスということではなく、今すでに病院等に通われる一般の方に対する定期券も発

行しておりますので、そのような活用も含めた中での検討が必要かと考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 ６千万という高額な経費もかかっておりますので、今後そのような検討が可能であれば実施し

ていっていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 義務教育でございますし、もちろん統合した経緯もございますので児童生徒の足、不便になら

ないようしっかりと確保しながら今後経費節減に向けて検討を重ねてまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 107ページ、教職員住宅管理事業費の関係です。今、現状の中で職員の住宅、今どのくらいの

数を管理し、その中で管財管理の新栄小学校の部分も教職員の方が入居されてはいるんですけど

も、それはこの中に含まれているのかいないのか。含まれているとすれば、ここにある水質云々

というかかる経費も含まれて理解できるわけなんですけども、全体の数とそこら辺の整合性の説

明をお願いします。 
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○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 教職員住宅でございますが、現在 30 戸管理をしているところでございます。その中に現在新

栄小学校の部分につきましても、まだ教職員住宅は教育委員会管理ということで現在１名の教職

員の方が入居している状況でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 新栄の場合は管財の管理で載ってたんですけども、一応教育委員会付で管理しているという理

解でよろしいですね。その中でもう１点、お聞きしたいのは札弦における教頭住宅、この空き部

屋、先ほども公住の話出ましたけれども御存じのとおり閉校後ずっとあの状態なんですよ。今後

の中でこの予算の中にどういう方向性、使いますという答弁があるかもしれませんけども、現実

まるまる１年空けているということはどうなんだと。ましてや町の施策の中で教職員住宅も建設

していますし、それなりの教職員だとか臨時教員の職員住宅が足りないという現実もありますけ

どもあそこははっきり申しまして、妻帯者向けの住宅でもある。そして、ここでこういう話は恐

縮ですけど、歳入の部分で同じように教職員住宅の使用料の関係、ここは単身と妻帯者向けの住

宅でどのくらいの差額があるか、私たちは一切わかりません。そういった部分であそこの住宅を

今もう空き住宅として管理しているのはどのような理由なのか、今後の中で管理住宅をまた違う

形で考えておられるのか。そこら辺、方向性だけまた説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 光岳小学校の教頭住宅でございますが、閉校後、教職員住宅の戸数それから今後の推移という

のを教育委員会で精査をしております。その中で今後旧光岳小学校の教員住宅につきましては、

教頭住宅がなくても十分今後、教職員の移動に伴って住宅の確保が可能であるという判断を令和

元年度の中でしてまいりました。 

よって町とも協議もしているところでございますが、今年度をもちまして町の財産ということ

で異動をしてまいりたいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 次年度に向けては教職員の教頭宅は管財にそういう形で持っていくという説明で良いですね。

わかりました。 
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○議長（田中誠君)  

 他、なければ次進みます。 

 ２項小学校費、１目学校管理費から２目教育振興費までは一括質疑します。109から 111ペ

ージ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑します。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 112ページの下段、中学校の体育館の床改修工事についてお伺いします。中学校の体育館は平

成 16 年末に完成しているのでまる 15 年経っているかと思います。そして今回の床の張替えと

いうことが出てきたので、もう張替えなのかとびっくりしているんですけども、どのような規模

の張替えなのか。そしてその時期はいつを予定しているのかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 中学校体育館の床でございますが、今回修繕いたしますのは全面張替えではございませんでし

て、一部本当にえぐれて足がひっかかるような部分につきましては個別に板の張替えは何枚かご

ざいますが、基本的には全面的な保護膜の舗装をかけて段差の解消、そのような工事になってご

ざいます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 劣化の酷い一部張替えということで理解しましたけれども、その一部張替えに 730 万円とい

う金額が妥当なのかということをまずお伺いしたいのと、今までのメンテナンスがきちっとされ

ていたのかどうなのか、中学校の床は特殊なワックス、滑らないような特殊なワックスをかけな

きゃならないと思うんですけども、そのようなメンテナンスが定期的に行われていたのかどうか

をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 体育館の床のワックスがけというのは定期的に行っておりません。そして今回のかかる経費で
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ございますが、張替え自体は高い値段ではございませんでして、実際に塗装をする部分に概ね経

費がかかるようになってございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 ワックスがけが 15 年間されていないということだったんですけども、果たしてそれが正しか

ったのかどうなのかということをまず検証していただきたいと思います。 

やはり定期的なメンテナンスというのは長持ちさせるためには非常に重要なことだと思います

ので、中学校の体育館のみならず他の施設に関してもその辺のチェックをよろしくお願いしたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 床につきましては今回塗装だけではなく全部サンダーで磨きをかけまして全面磨きをかけまし

て段差を解消するということも含まれておりますので、しかるべき金額がかかるのかなというふ

うに思います。 

今後につきましては、体育館の床の定期的なメンテがどのような方法があるのかわからない部

分ございますので、今後その部分については検討をさせていただきたいと思います。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 もう１点、工事の時期ですけども子供たちに影響のない時期に行われるのかどうかお伺いした

いと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

 工事の時期につきましては今のところ夏休みを想定しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 今の堀川議員の質問に関連した形で聞かせてもらいたいんですけど、今中学の関係ですよね。

小学校なんかもそうですし、トレーニングセンターとかもこれくらいの頻度でこういうメンテナ

ンスを行っていたものなのかどうなのか教えていただきたいのと、また先ほど来言っている段差

というのはその１ミリ位の滑ったら危ないという意味での段差ということなのか、１センチ位あ
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っての段差なのかその辺聞かせてください。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 まず段差につきましては数ミリの部分でございます。スポーツのプレー中に引っ掛ける可能性

のあるものという認識でございます。 

トレーニングセンターにつきましては、平成 24 年、25 年の２ヵ年をかけて床の修繕を実施

しているところでございます。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 小学校については。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 小学校は行っておりません。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 勉強不足で申し訳ないんですが、小学校というのは築何年なんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 小学校は 26年経過しております。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 これもまた単純な質問なんですが、中学校で平成 17 年ですか。要はまる 15 年経っている状

態でのメンテナンスが必要になった状態で小学校に関しては 26 年経っている中でまだメンテナ

ンスが必要ではないというのはなぜなのかという見解をお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君) 
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 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 申し訳ございません。私の知識ではわからないんですが、ただ現場を見て中学校につきまして

は危険性が伴うという判断をいたしまして、今回させていただきたいということで計上させてい

ただきました。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。次進みます。 

 ４項社会教育費、１目教育総務費、113から 114ページ。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次に移ります。２目生涯教育費、114から 116ページ。前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

116ページ。最後の各種大会等参加費補助事業費という形の中での指導者養成研修会等参加費

補助という部分出ています。いろんな地域本町において、いろんなスポーツあるいは社会活動に

おいての指導者講習という部分で色んな資格認定だとか講習会に出向く費用に対する助成という

ことでよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 はい、そうでございます。この講習を受けていただいて資格なり技能を身につけていただいて

町内で活躍していただきたい、そのようなことでの補助事業でございます。 

 

○８番（前中康男君) 

体育会系と文科系という部分、２つでよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 体育、文化に限らずでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 
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 この資格試験、ライセンスなんですよ。私もそうですけどもやっぱり年次更新頻繁なんですよ

ね。毎年だとか複数年という、結構やっぱりそういう部分が現実の中にあるんですけども、その

実態の中で、ほとんど個人負担で更新手続きやっているというのが本当の実態じゃないかなと思

うんですよ。 

例えば野球であれば審判資格、あるいはバレーも同じくそう、あるいはスケートもそう、やは

りそういうのを従来はほとんど自己負担で執り行っていたものですから、今ここで９万円という

部分が出てきたのである部分では少年団活動に対する研修会の助成というのはここに該当するの

かな。そこら辺があったもんですから今後の中でそこら辺どのように捉えて指導員資格の考え方

があるのかお聞かせ願えればと思うんですけど。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 まず少年団の指導者の方でございますが、その部分につきましては少年団協議会の中で補助を

させていただいている部分がございます。また、この指導者養成でございますが個々の競技に対

する個人のライセンスの更新というのは対象にしておりませんで、あくまでもこれは申し訳ござ

いませんが個人に帰する部分ということで御理解をいただければというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。次進みます。 

 ３目生涯学習総合センター費、116から 118ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 学習センターの修繕の関係で、今回全体的に約１千 700 万という大規模な改修で経年で色々

と不都合、それはそれできちんと年次的にやっていただきたいと思うんですけれども、今年度 

だけで２千万弱ぐらいの修繕経費がかかってくるということで、この全体的な部分の見通しとし

て令和２年度以降も含めておおよそ全体的な修繕事業費等というのを計画的にやっていくという

形でどの程度、現段階において修繕の必要性というものを押さえられているのか、全体的な見込

みの状況をまずお教えいただきたい、このように思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

 今回計上させていただきました修繕料につきましては、主に既に故障もしくは使用に不具合が

生じているところを計上させていただいております。例えば、生涯学習総合センターの冷暖房施

設につきましては元年度に全体的な調査をかけました。その結果、本体の取替も含め非常に故障

箇所が多岐にわたっております。これにつきましては、令和元年にも少し手をかけておりますの

で、概ね５年計画を考えているところでございます。 

この５年間で修繕の経費、大まかではございますが７千万を超える経費がかかるというふうな
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見込みをしております。これはあくまでも冷暖房施設だけでございまして、そのほかに音響、照

明施設それから移動席、これにつきましてももう 20 年以上経過していることから、今後改修が

必要というふうに考えております。申し訳ございませんが個々の金額についてはまだ手持ちござ

いませんが、そのようなことで修繕が必要だということは把握をしているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 議員になったばかりで全体的な修繕の全体像を議会に示されているかわかりませんけども、冷

暖房だけで今年度等を含めて約７千万、それ以外も含めるとかなりの額になるっていう形ですの

で５カ年計画となりましたのは再度申し訳ございませんが、何らかの機会において全体計画、や

っていく段階において数字がずれているというのは全然構いませんので、全体的な今後の改修と

補修等の計画を明示していただきたい、このように考えますがその辺の対応を速やかにしていた

だけるかどうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 社会教育施設の修繕改修の計画でございますが、これは基本的には令和２年度策定予定の社会

教育中期計画の中できっちり年次計画を含めた中で謳ってまいりたいと思います。また、個別の

部分につきましては、まだ金額の積算できてない部分もございますが、例えばスキー場、武道館、

野球場、トレーニングセンター、個々に何か修繕が必要かということについては把握しておりま

すので今後、積算、そしてそれを財政支出が伴うことですので町と協議しながら年次計画を策定

してまいりたいというふうに思いますので、何とか社会教育計画の中に方向性を盛り込んでまい

りたいと考えますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 明確に今後の計画の中で明示していきたいということで、それが出た段階でまた検討させてい

きたいということで。ただ全体的な今までの計画の作り方を近年見てると全体的な構想とか基礎

基本計画だとかと言って、具体的な施策の事業の部分だけであって具体的な数字とか、それは概

算で良いんです行政的な検討、調査においてある程度見えてる問題であれば、ある大まかな事業

規模、内容、予算の伴う経費というものをぜひ明示いただきたい、このようにお願いしたいと思

います。 

それと併せて色んな文化公園とか色々なものについては町民のボランティアの方を含めながら

一生懸命やっておられる。ただ現実的に町民文化祭以外、外部の講演等、演劇音楽たくさんやっ

ておられると思うんですけど、ただそういったものについて初期に整備した音響ですとか、吊り
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ものとか照明、それをそのままフルセットで今後とも整備していくのか。それとも講演によって

は持ち込みがある、どの程度の部分でいくのかというその辺の非常に微妙な部分ですけど、バラ

ンスも今後必要になってくる。大きい建物に合わせて初期的なやつを全部フルセットで最新にし

ていくというのは、かなりしんどい思いをされると思いますので、その辺の調整ということも特

にボランティアをやっているスタッフの方々の御意見も参酌する中、その今回の整備という形の

中で適正的な整備という方向の中で検討をしていただきたいと考えますが、担当課長として現段

階のおいてはどのように考えられておられるか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 音響、照明設備でございますが、年に何本か外部から来ていただいて生のコンサートや演劇等

を実施しております。その際、正直申しまして本町の設備はアナログでございまして、今はコン

サート、演劇でも全てプログラムをしたものを持って来て、それを各施設の設備に入力をして使

うというのが主流となっております。そういう意味ではちょっと本町ではもうそれができない状

況、その中で持ち込みをしていただいて講演をしているという状況もございます。 

持ち込みとなれば当然その分の経費というのは上乗せされるべきものでございます。それが上

乗せしてやっていくのがいいのか、それともフルセットで私どもが新しい機器を揃えるのが良い

のか、その辺の経費の費用対効果等も含めてこれは更新の時は検討していかなければならない、

そのように考えておりますので御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 了解しました。当然今言ったようなアナログだと思いますので今言ったコンピューター整備が

全部されていますからそういった意味でボランティアのスタッフの方々のご意見、実際的な使用

頻度、費用対効果等を含めながら、ある程度うちの町の規模とか事業内容に見合ったような形で

されるのが一番ベターというふうに考えますので、その点も考慮しながら進めていっていただき

たいと思います。 

１点だけ具体的な部分でご質問申し上げます。外構補修工事請負費 325 万６千円って具体的

に何をされるのか。資料にも審議資料にも何も載っておりませんので、外構補修工事請負費 325

万６千円というのは具体的な内容について提示いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 外構補修工事でございますが、プラネットからモトエカ広場にかけて、インターロッキングの

歩道が円になってございます。それが経年の中で割れている、そしてもう地盤が緩くなって相当
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デコボコが激しくなっております。そして、実際に学童保育の子供が足を引っ掛けて転んでしま

ったという事例もございますので、それを今回アスファルト舗装ということで綺麗にしてまいり

たいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 理解しました。きっとモトエカ広場に向けて円弧半円にしているやつを、あと半円を描いてい

る部分だけ、部分的にアスファルト舗装にするとそういった理解で、あと直線でずっと通路にな

っている部分については今のまま使用していくという考え方で理解してよろしいんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 そのとおりでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 申し訳ございません。円になっている部分の一部の修繕ということでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 半円の全部をやるのではなくて一部の修繕という形の理解で。私もほぼ毎日あそこ通っていて、

結構傷んでいて先ほど子どもが怪我をするような危険性もリスクもあるということですから速や

かにできるものは事故のないように進めて行っていただきたいと考えます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。では次進みます。４目図書館費、119ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。５項保健体育費、１目保健体育総務費、120 から 122 ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 121ページの上段、野球場についてお伺いします。以前もお話があったんですけども、野球場
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の改修整備については要望が高い順に整備をして行くということで、グラウンドの土、次の年に

バッグネットということで整備をされました。以前からの要望もありましたダッグアウト、ベン

チですね。そこの部分に関してはどのような計画になっているかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 野球場につきましては、今後ダッグアウト、フェンス、スコアボード等の改修が必要というふ

うに考えております。令和２年度につきましては、社会教育施設全体を見通した中、２年度につ

いては生涯学習総合センターを中心とした改修、これを集中的にやっていきたいということで令

和２年度については野球場の改修は経費には盛り込んではございません。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

令和３年以降の計画には入っているでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 先ほど古谷議員の質問にも少しお答えした部分ですが、社会教育施設全体の計画、年次計画を

社会教育中期計画の中で策定し示してまいりたいというふうに考えます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 数年前から要望が高いのはダッグアウト、ベンチの部分というふうに理解しているんですけど

も、あそこについては要望が高いだけでなく、天井が下がってきているということで、危険も伴

うこともありますのでその辺も十分検討された上で計画お願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 その辺考慮しながら計画してまいります。 

 

○議長（田中誠君) 
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 その他、ありませんか。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 堀川議員の関連で質問があるんですが、今言ったダッグアウトの関係ですけれども、今堀川さ

んが言われた通り、要望が多かったというよりも危険性の部分で言ったらかなり重要度が高いよ

うな気が、素人目で見ても下がっていますし、また排水の関係とかもすごいなとちょっと正直思

ってしまうんですけど、この辺課長がおっしゃられている色んな全体像、進めていかなくちゃい

けない改修ですからそれはわかるんですが、生涯学習センターを今回メインでやるからというよ

りもその中で例えばそこの重要もわかりますが野球場の中のその部分だけは重要なんでこれだけ

は一緒になってやってしまうとかそういう考えとかは持っていないものなのかどうなのかという

ところをお聞かせ願いたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 限られた予算の中で２年度につきましては、緊急的にも壊れて動かなくなっている部分も含め、

生涯学習総合センターということで集中的に予算を計上させていただいたということでございま

す。ダッグアウトについては、私どもも認識は同じでございますので、それにつきましては今後

早い段階でできるよう計画をしてまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。次進みます。２目トレーニングセンター費、123から 124ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なければ進みます。３目町民プール費、124ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ３目町民プール費の内部改修工事 432 万あがっているわけなんですが、どこの修繕をする費

用なのかまずお伺いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 町民プールでございますが、これは木を多用している施設でございますので、令和２年度につ

きましては木の柱の塗装をし、長寿命化延命を図っていくという工事を行うこととなっておりま

す。 

 

○議長（田中誠君) 
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 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 課長の説明で木の柱ということなんですが、これは確かまだ建ってから本当に４、５年しか経

っていない状況なんですが今までもこういった修理があったのかどうなのか、その辺はどうです

か。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 平成 30年度、昨年度でございますが、外の柱と壁、これの修繕を行ってございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 外。30年度は外。今回やるところはで初めてということなのかどうなのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 30年度につきましては外の柱、それから壁の塗装をしております。今回計上させていただいて

いるものは、プールの中の柱でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

町民プールですから結構整備があちこちあるのかなというふうに思いますけれども、結構な金

額だなというふうに思いながら、まだ４、５年しか経っていない状況でやるということは、例え

ば５年置きにまたやらなきゃならないような状況なのか。それを見越してその部分を大々的に木

から何かへ変えるという考え方はないということなのか、どうなんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 このプールにつきましては森林整備の補助金を活用させていただいております。その意図とい

たしましては地元の木材を使っていこう、そして木材をＰＲして行こうという観点から多く木を
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使わせていただいております。 

鉄骨造にいたしますとプールですので塩素に非常に弱い部分があり、そういう意味では木で作

る意義もあるのかなというふうに思います。 

木につきましては、決して腐食が始まっているとか、そういうことでは決してございません。

定期的な塗装により長寿命化を図るということでございます。この部分、専門家の方にお伺いし

たところ、これを１度やると少しずつやっていく年数は伸びていくというふうに聞いております。

しかしながら今回やったからといって今後 20 年やらなくても良いということではないというふ

うに認識をしております。 

 

○議長（田中誠君) 

 ほか、よろしいですか。 

 なければ次進みます。４目スキー場管理費 124 から 125ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 スキー場の照明がかなり老朽化しているという話を伺ったんですけども、そこら辺の計画も将

来的に入っているのかどうかを、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 スキー場の照明でございますが、スキー場に限ったことではなく町民グラウンド、テニスコー

ト等も含めて今後、将来的には LEDが主流となってまいりますので、これにつきましても年次計

画の中で検討をしていきたいなというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

他、よろしいですか。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 スキー場管理、非常にご苦労されている。ただ地域の雇用の関係はきちんと残していく。ただ、

これは他のスポーツ施設もありましょうけど、7,000人台の人口の時につくった施設とか、それ

が今こういう状況になって利用率が先ほどの江南のパークじゃないですけど、ほぼ半数以下に落

ちたという時に、今回はあるものを全部整備するという観点にたっているのか。例えば極端です

けれども昼間だけ営業して、子供たちを中心に使って行く施設に変えていくだとか色んな運営手

法論を変えていかないと。10年前、20年前に作ったやつをフルセットで全部、全面的にその時

代と同じように経費をかけて運営していくことがほとんど不可能じゃないか。 

辛口かもしれませんけれどもやはりそういったことも踏まえて率直にやはり町民の皆さんと向

き合って計画に反映していく。これ担当部局としても大変辛いでしょうけれども、まず今は池下

議員から話があったように、プールなんかについても木の予算はあるけれども木によって毎年メ

ンテナンスがどうしても必要になってくるという部分、堀川議員や伊藤議員からもありましたけ

ど、現実的に野球場は危険度が非常に増しているだとかの部分。ただし利用頻度はどうなんだっ
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ていう部分だとか、そういった観点でやっていかないとただ単純にこれから修繕費が何ぼかかる

から、年度ごとに割って順番にやろうという発想ではなくして根本的に今の人口に見合った、そ

れからやはりそういった中で教育作用とか社会教育活動とか健康づくりの中においてどういった

貢献をしていくのか、どういった機能も持たしていくのかとか近隣の市町村の施設とどういうふ

うに連動していくのか、あらゆる側面から考えてやっていく時期じゃないかというふうに私は認

識するわけなんですけども、教育委員会としては、その辺、やはりうちの町は全部フルセットで、

今まであったもの全部今までどおりやっていくんだって考え方でいくのか。その辺の考え方、今

後教育計画、社会教育計画を作る段階で議論になると思うんですけど現時点においてそういった

ことも盛り込んでしっかり議論する立ち位置にいるのかの確認をさせてください。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 スキー場でございますが、本町におきましては教育委員会が所管し、教育施設という位置づけ

でこれまでやってまいりました。これまでの議会の議論の中で観光資源としてということも随分

御指摘いただいたところでございますが、これまで教育施設としてやってきているところでござ

います。 

近年は近隣のスキー場が閉鎖になり、町外のスキー授業も受け入れるという状況になってござ

います。それにつきましてもあくまでも平日の日中という状況になっております。 

またスノーボードにつきましても当初は使用禁止にしておりましたが、開放してからまた利用

者が伸びているという実績もございます。その辺を踏まえた中で色んな観点から今後の運営のあ

り方について考えていきたいと思います。 

いずれにいたしましても教育施設であるというところは今後もぶれることなくきちっと方向性

を示してまいりたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 今課長から答弁いただいた通り、教育委員会で所管するについては教育を主体とした施設とし

て考えていきたいということですけれども、これからのあり方としては町民や利用者、利用団体

の意向をきちんと受けとめた上で、但し今の中の利用率とか今後かかってくるコストの考え方と

か方向性だとか、それから複合的に近隣町村と連携するだとか色んな縦横から考えた中において、

ある部分が縮小するだとかがあった場合については、きちっと町民や利用者に理解をいただきな

がらやっていくという、そういった関係性を特に教育施設についてはつくっていくということも

非常に重要になってくるのも事実じゃないか。需要があるからとか要求があるから要請があるか

ら全部飲み込んでやってくってことはほとんど町自体の財政運営上できないし、人的な部分でも

出来ない、物的にも出来ないというのが事実であって、どことどこに重点をおいて、どことどこ

が今すべきかという、そういった観点の中で是非新しい教育目標や教育計画、社会教育計画、正

面から議論をして方向性を見つけ出していただきたいと考えます。 
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○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 今古谷議員から御指摘いただきました件、これから新年度すぐ計画の諮問をしてまいりますの

で、その際しっかりと協議していただけるようやってまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。それでは次進みます。 

 ５目学校給食センター費、125から 126ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 学校給食の関係で以前お話もお伺いしたことがあるんですけども、食物アレルギーの子供さん

に対する問題で、その日の献立によっては家から弁当を持ってこなきゃならないお子さんがいる

ということで、学校給食の中で何とかならないものかということで相談もしたこともあるんです

けども、施設の関係とか混入の危険性とかの関係でなかなか厳しいものがあるということで理解

したところですが、その中でも代替品とか例えば冷凍のものとかで、もし勉強ができるものがあ

れば勉強していきたいというお話を伺っております。いくらか進展があったかどうかをお伺いし

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 これまでも御指摘いただいている部分でございますけども、今後どのような形でできるか内部

で議論もしているところでございます。極力アレルギーの可能性が非常に強いものについては使

わないようにして、なるべくアレルギーのある方も同じものを食べられるようにという配慮はし

ているところでございます。 

私ども今後できる部分といたしましては、やはり牛乳でございまして、牛乳についても３名の

方が現在実際にアレルギーで飲めないという方がいらっしゃいますので、その部分については代

替の飲み物を提供できるよう検討している最中でございます。 

 

○議長（田中誠君)  

 他、よろしいですか。ここで、説明員交代となりますが質問漏れありませんか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 今、休んでいるわけなんですけど、ちょうど勉強の方も大体大方になったような状態で休みに

入ったのかなという部分も見受けられますけれども、若干残っているような部分もあったのかな

と。そんなことでおそらく春休みも含めてとなると、そこまでずっと休みが続く部分について、

この間の学力の調査も含めて、そんなに学力が高いようなレベルでないという形の中で若干の影
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響あるのかなと思ったりもするので、そこの部分で幾分かその部分の解消するような部分という

のはどのように考えられているのかなとお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 コロナウイルスに関係いたしまして、現在小学校、中学校休業をしております。これにつきま

しては春休みまで休業、そしてなおかつ春休みについても基本的に授業等をやらないということ

で道教委の方針も出ているところでございます。現在、本町におきましては児童生徒に家庭学習

用のプリントなど課題を提供しております。それを実施することで１つカバーができているのか

なと思います。 

もう１つ、やはり１ヵ月弱でございますが、授業が行われていない部分につきましては新年度

入って新しい学年の中で補修をしてまいりたいというふうに考えております。また、中学校３年

生などについては授業はすでに終えているところでございます。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 そういうような対応をとるということで了承するところでございますけれども、ただ３町は出

ていないわけですよね。そんな形の中で道からの知事の緊急事態宣言ということもありましてと

いうことなんですけど、それも意外に突発的に出たという部分で、もう少し第１段階として出て

いない自治体も含めてですけど、各自治体の判断に任せても良かったのではないかと僕は思う次

第でございます。 

ただ、今後出ればあれなんですけど出なければやはり道に対して春休みの返上の中での勉強と

いうことも含めていち早くやっぱり学校が再開できるような形のことを要請していくということ

も１つ良いのではないかなと思うんですけどね。やっぱり長い期間で子供たちもかなり時間を持

て余しているような部分も見受けられるようですがその辺はどうでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 この関係につきまして、２月の末から実は道の教育委員会からの招集で全道規模でのテレビ会

議等３回ほど既に行われております。そういった中で知事の強い意向もございまして、道教委と

してもまずは子供たちの安全健康の確保、また御家族の方々への影響も鑑みて全校一斉の休校と

いう苦渋の決断をされたということでございますけども、これは道教委の方からも最初の１週間

という期間での北海道独自の取り組みがあったんですけども、その後にも実は本町準備するのに

猶予はないということで全道４カ所程度しかなかったんですが、１日遅らせてその中でしっかり

と家庭学習等を与えた中で休みに入りました。 
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ただそれは１週間という予定の中で入ったわけでございますが、その後、国の方針ということ

で春休みまでとなったわけであります。そういった中で昨日付けでも分散登校という方針も示さ

れてきております。本町におきましてもそういった方針に沿いながら本町は本町としての独自の

やり方で安全を確保しながらということで行っておりまして、そういった部分では道教委からも

できる限り要請に基づいた実施をということできておりますけども、あくまでも最終的な判断は

地域の実情、市町村あるいは近隣の市町村の状況に応じて市町村の判断で行っていただきたいと

いうことでの回答でありますので、今後は今現在 19 日までは道の緊急事態宣言も出ている中で

ございまして、国の専門家会議からも長期化の見込みも出てきておりますので、そういった状況

を鑑みながら今後場合によっては再開できるものであれば再開していきたいという気持ちは十分

ありますけども、まずは先ほど申し上げましたとおり、子供たち等の安全、健康というところを

第一に考えていきたいと。あとのフォローの部分につきましては新学期迎えてからでもそれは学

校とも相談しておりますけども、取り戻すことは可能というふうに考えておりますので、そうい

った方針で進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ちょっと聞き漏らしてしまったので私の方からも質問したいんですが、今の学校が休みになっ

たことによって給食センターが稼働していないと。給食センターは小・中、それと高校生の一部

ですか。幼稚園や保育所も含めて作っているんですが、本来このコロナウイルスによって学校が

休みでなかった場合、給食センターは通常どおり動いておりまして春休み期間とかはやっていな

いですけども通常ですと３月の末まで稼働していたはずなんですよ。そこでそこに勤務している

人たちも多分７～８名位いるのかな。その中で多分、パートさんが多いと思うんですがこの休み

によって収入が得られなくなるんじゃないかと。そういった場合、国の方針でそういったことで

休みになった人の手当を出すという話はしているんですが、町としてはどういうふうに考えてい

るのか。その辺をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 現在、給食センターにつきましては保育所に提供する給食を作っておりますので毎日稼働をし

ております。給食の食数が少ないという部分もございますが、やはり雇用確保の観点から普段出

来ない機械の清掃ですとか、そのようなことも含めて通常に雇用できるようにということで委託

している業者とも協議を済ませて稼働をさせているという状況でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですね。それでは暫時休憩といたします。 

 ここで、３時 10分まで休憩といたします。 
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休憩  午後 ２時 57分 

再開  午後 ３時 10分 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて、質疑を再開します。 

 10款公債費、１項公債費、１目元金から２目利子まで一括質疑します。127ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ないようですので次に移ります。11款予備費、１目予備費 128ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次進みます。給与費明細書 129から 139ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次進みます。債務負担行為の調書 140から 143ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。地方債残高の調書 144から 145ページ。質問漏れありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

以上で、一般会計歳出の質疑を終わります。ここで、説明員交代となります。暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて質疑を再開します。 

 一般会計歳入の質疑を行います。１款町税、19から 20ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ないようですので、次に進みます。２款地方譲与税、20ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なしということですので、３款利子割交付金から５款株式譲渡所得割交付金まで、一括質疑し

ます。21ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君) 

 ないようですので、次移ります。６款法人事業税交付金、21ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、移ります。７款地方消費税交付金、21ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。８款環境性能割交付金から地方特例交付金まで、一括質疑します。21から 22

ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ないようですので、次に進みます。10款地方交付税、22ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。11款交通安全対策特別交付金、22ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。12款分担金及び負担金。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次進みます。13款使用料及び手数料、23から 24ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。14款国庫支出金、24から 27ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ないようですので、次に進みます。15款道支出金、27から 29ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、移ります。16款財産収入、30ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君) 

 次、進みます。17款繰入金から 18款繰越金まで一括質疑します。30 ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。19款諸収入、31から 32ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次に移ります。20款町債、32ページ。質問漏れありませんか。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 22 ページの 10 款の地方交付税の関係、特別交付税の関係で確認をしておきたいんですけれ

ども、ここ５、６年非常に低いレベルと言いますか、特別な財政的な特異的にカウンティングさ

れる事由がない、逆に言えば直轄の病院も持っていないし、関連する公立病院も持っていないと

いう形で全般的に緊急的な災害も少なくてこのレベルに落ち着いていると理解しているんですが、

ただ具体的に言うと、ケアハウスを建設する段階において、運営費、特別交付税云々という形で

説明が部分的に議事録等見ると載っているわけなんですけども、現実的に運営が始まっていて１

年半経っているわけであってそういったものが具体的な計数としてこの中に入っているとはどう

しても思いようがないんですけれども、そういった項目出しは必ず出て来るんですけども、具体

的にどの程度これを個別的な数字は出てこないと思うんですけど項目として出てくることは事実

だと思うんですが、その辺の確認をあえてさせていただきたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 特別交付税の関係でございます。今議員おっしゃったとおり減少しております。30年では１億

３千 400万円位、そして元年度は１億２千万、そして今年度も１億２千万ということで予算の計

上をしております。 

特別交付税ケアハウスの関係出ましたけれども、入居者の減免分が入ってきているということ

で認識しているところでございます。年々このように予算的には減少している状況となってござ

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 色んな事業をやる時の運営費の国庫交付金、補助金等の考え方なので正確にやはりきちんと説

明をいただくことが大事なことかなと。今企画政策課長からあったとおり、基本的にきちんと特
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別交付税で支援を受けることができるのはそういった場合については基本的には減免をしていっ

た部分についてある一定の数値として特別交付税で入るだけであって、運営費そのものにダイレ

クトに特別交付税が入ってくるということはそんなことは絶対あり得ないわけで、その辺が非常

に曖昧な表現の中でどうしても我々は説明的に誤解してしまったのか一般的に言えば普通交付税

の中の全体的な色んな項目の中にそういった福祉施策とか介護施策の中にある一定のカウンティ

ングの数値的な基準に入っていくことはあると思いますけども、今言った特別交付税で云々とい

う形はあり得ない話だと思うんで、その辺のことも今後ともいろんな運営費だとかあった場合に

ついて丁寧で適切な説明を是非いただきたい、このように考えるところでございますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 今議員からおっしゃられた関係でございます。特別交付税だけではないかなというふうに思い

ますけども、その辺も含めまして丁寧な説明をしていきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 20ページの森林環境譲与税についてお伺いしたいと思います。306 万 2千円入って、森林環

境譲与税の基金積立金ということで基金積立てされているわけです。今年の事業取り組みとして

森林の整備の推進事業ということで、エゾシカの森林被害ですか。その調査部分で 65 万２千円

の執行がされる予定になっておりますけど、おそらくこの部分の譲与税って目的がはっきりして、

どんなことにという部分での使われ方がされるという部分で、そういう縛りがあるのかどうか僕

も認識不足なんですけど、これは町有林に限って民間のいろんな森林整備とかそういう部分にも

使っていけるのかどうなのかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただいまの森林環境譲与税についてでございますが、基本的には民有林の整備に使うという形

のものでございます。ただ林班のついていない新たな町有林についても使うことはやぶさかでは

ないというお答えいただいているところと、その民有林の保護のためにそういった今回やります

鹿の調査等、こういったものも可能ではないかというお答えをいただいたところで今回予算の計

上しているところでございますが基本的には民有林の方に使うという譲与税でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 
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○６番（勝又武司君) 

 それであれば今回造林の推進事業費補助なんて出していますけど 179 万。こっちの方には使

っていくような形にはならないわけなんですか。 

 林業振興費の中の造林の推進事業費補助事業ということで、これ民有林だよね。これには流用

していける形のものではない、これまた別な形で未来をつなく森づくりの推進事業ということで

道の補助が来ていますけど。補助残は一般財源で充当している形ですけども。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

今おっしゃられましたように今別な財源の補助金を充てておりますので、そちらには使ってい

なくて、基本的にまた清里町においては民有林の面積が狭いものですから譲与税の額がそれほど

大きくないという部分がございまして、ある程度まとまった段階でそういった事業の方に使って

いきたいというふうに考えて積み立てをしている部分でございます。 

 

○６番（勝又武司君) 

 わかりました。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 使用料及び手数料の部分でお伺いしたいと思います。本町、年明けて４千人を切ってその中に

おける各種町営住宅に対する空き家率等々で恐らく原課の中で使用料かなり毎年のごとく落ち込

んでの算定かなと推察されるんですけども、特に総務費における町職員の住宅の使用料、これは

そんなに変わりはないと思いますけども、土木の使用料おける町営住宅これは毎年のごとくだん

だん下がってきていると思います。 

もう１つ、先ほどの質疑の中でも教職員における住宅の部分も質疑されましたけども、色んな

部分はわかるんですけども、先ほどちょっと答弁がなかったんですけども、この教職員住宅使用

料の算定というのはどのようになっているのか、一概に町営住宅であればそれなりの公開の中で

認識をするんですけども、その辺どう捉えてどのように算定しているか説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 申し訳ございません。具体的な部分手持ちの資料がございませんが、基本的には道及び町公営

住宅の例にならった中で積算をしているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 



 

232 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 道の算定基準に合わせて町も算定として使用料を算定しているという理解でよろしいんですか。  

 聞くところによると、他の町村から教職員で転勤になっても備品だとかそういう部分で色んな

ところが本町の場合、本当に潤沢だという話を聞いている部分がありまして、これは北海道に準

じると言いながらも、そこの部分でストーブがあるなしもある。カーテンがついているところも

あれば、ついてないところもある。 

 そういうところがありましたから、今質疑の中で今現状で本町はどのように今、道の基準の中

で執り行っているとの説明でしたからそれはわかりますけども、その事実が本当なのかどうか、

そこら辺わからないものですから質疑させてもらいました。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 備品が潤沢というお話をいただいたところではございますが、これすべからくきっちり整備さ

れているわけではございませんでして、これまで転勤で異動されました先生が置いていったもの

を使っているという部分が多々ございますので、全て照明ストーブが、ついている部分もござい

ますが全て潤沢につけているということではございませんので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。それでは一般会計歳入の質疑を終わります。 

 ここで、説明員交代となりますので、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩を解いて、質疑を再開します。 

 議案第 16号、令和２年度清里町介護保険事業特別会計予算について質疑を行います。 

歳出から質疑を受けます。163から 172ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次に移ります。歳入 157から 160ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なしということですので、次に進みます。 

 議案第 17 号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について質疑を行います。歳

出から質疑を受けます。191から 198ページ。池下昇君。 
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○５番（池下昇君) 

 197ページの特定検診受診率向上支援共同事業委託料ということで 318 万６千円と出ている

んですが、今年度までは全くこの委託料がなかったと思うんですが、どのような理由でこれが提

出されているのか、まずそこをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいまお話のありました特定健診受診率向上支援共同事業の関係でございますが、この事業

につきましては人工知能、AI と言われている人工知能を利用しまして受診勧奨をするための委託

業務となってございます。人口知能を使いまして今までレセプトデータや過去の検診データ、そ

れを AI が分析をしてその対象者を分類してその分類ごとに特定健診に関心のある内容のはがき

を送付して受診勧奨を行う事業となっております。 

委託先につきましては北海道の国民健康保険団体連合会の方に町から依頼をし、国保連合会の

方から実際には会社の方に契約を行ってやるものでございます。 

令和２年度につきましては清里町を含む 90 の市町村で取り組みを予定してございます。費用

は全額、国の特別交付金ということで今まであったデータを活用しながら特定検診の受診率を向

上するための委託事業ということでご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

 この審議資料を見ますと対象者約 1,000 名と書かれているんですが、これはどういった人をタ

ーゲットにした 1,000 名なのか、そこら辺はどういうふうになっていますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君)  

今、対象者数のお話が出ました。国保の加入、一般の被保険者数が令和元年度末で 1,456 名お

ります。その中の 40 歳以上 75 歳までの方の 1,000 名を対象として勧奨する事業でございま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

40歳以上 75歳まで。対象 1,000 人はわかるんですが、逆に 75歳以上の方とか漏れている
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方もいると思うんですが、この辺はどういうふうな対処をするんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君)  

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君)  

今 75 歳以上の方の事業のお話が出ましたが、75 歳以上になりますと後期高齢の方に移って

ございます。後期高齢者医療の方の。この国保の方の対象ではございませんのでその部分につい

てはこの制度には対象とならないということでご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

 今の 75 歳以上の方はそういう風にしていくということなんですが、例えば 37 歳とか 38 歳

の人は対象にならないんですが、これは毎年継続するということなのか、例えば５年ごとにやっ

ていこうと思っているのか、その辺をどういうことなんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君)  

30 代の方のお話が出ましたが特定健診を受けられる方が 40 歳以上という年齢制限がござい

まして、来年度令和２年度からこの事業を活用いたしまして実際にこの事業をやって見て検証し

て次年度以降は検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。次、進みます。歳入 185 から 187ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、進みます。議案第 18 号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について質疑を

行います。歳出から質疑を受けます。213から 214ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ないようですので、次移ります。歳入 209 から 210ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なしということですので、次、移ります。 
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 議案第 19号、令和２年度清里町簡易水道事業特別会計予算について質疑を行います。 

歳出から質疑を受けます。227から 229ページ。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 227ページ、水道事務費の中にございます、下段にあります公営企業会計法適用化業務委託料

350万と。審議資料によりますと 73ページになりますが、地方公営企業法の適用範囲拡大に伴

い諸々となっていますが、この辺もうちょっと詳しく教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 御質問のありました公営企業会計法の適用ということでそちらの方詳しくということでござい

ますが、公営企業会計法が拡大になりまして簡易水道もしくは次に出てまいります農業集落排水

事業の会計がこちらの対象になるという形になってまいりました。この中で公営企業が必要な住

民サービスを将来にわたり安定的に供給していくためには公営企業会計の適用によりに資産を含

む経営状態を比較可能な形で的確に把握した上で、中期的な視点に基づく経営戦略の策定等を通

じて経営基盤の強化と財政地盤の向上等に取り組んでいくことが求められているという中で法律

化の方今会計の方に移行していってくださいと言うのがこちらの趣旨でございます。 

スケジュール的には令和５年度末までに会計の移行をして６年度から新たな公営企業会計に移

行してくださいという形の中で進められております。今年度におきましてはそちらに係ります基

本方針等の策定等の方を行ってまいるという形の中で予算計上しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 今課長から答弁がいただいたんですけど基本方針の部分だけのことを 350 万の中でやってい

くということでよろしいですか。はい、わかりました。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 私の認識不足で少々腑に落ちない部分も少々ありますけれども、もう１点だけちょっと 229ペ

ージの施設整備費の部分でございますが、今回の予算の中には入っていないんですが、今後のこ

とでお聞きしたいことがございます。 

 清里町におきまして水道管の管轄で第１地区、第２地区ということがあると思っておりますが、

第１地区の方はまだわかるんですが、第２地区の方の水道管の更新についてお伺いしていきたい

んですが、まず水道管自体の耐用年数というのは大体塩ビが入っているんですけども、何年ぐら

いのものだということで認識されているのかお伺いいたします。 
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○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 水道管耐用年数につきましては、塩ビ管において 40年ということで定められております。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

 今、40年という答弁をいただいたんですけども、第２地区の水道管におきまして今現在何年ぐ

らいなんでしょうか。全部が全体ぴったりではないでしょうけども大体何年くらい経過している

状況だということで認識されているのかをお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 第２地区におきましては約 55％程度が 40 年の耐用年数を経過しております。延長にしまし

て１万７千メートル程度ということで把握しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

 わかりました。今現段階での 55％が 40年を超えてしまっていると。また、55％は 40年越

えているわけですけども、逆に申し上げれば近々40 年越えていくものも足していくとかなりな

状況になってきているのではないかなと思っております。 

その中で試算されているのかわからないんですが、年数も経過して更新が必要だという状況に

置かれているものを今後整備、更新していくということになると大体予算って幾らくらいか掴ん

でいるのかどうか、もし掴んでいるのであればお伺いしたいのですが。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 まず町の中の送水管の部分については試算はしていないところなんですが。その送水管につい

ては１億２千万円程度ということで試算しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 
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 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

 その送水管の部分を含めまして実質その他諸々まで含めていくと、まだ試算が、変な意味じゃ

ないですができていなかった部分があるのではないかと思っております。 

それで、ここ近年なんですけども第２地区の方で年間に何件か漏水等が起こって、皆さんかなり

御苦労されている方もおられますし、また住民にとっても不便をかけている部分もあると思って

いるんですが、今後そういうことを加味した上で、更新の予定ではないですけども、更新に対し

て何か考え方というのは現段階でお持ちでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 今の漏水の関係でございますが、実質的には年間平均すると３、４件程度ということで把握し

ているところでございます。そちらにつきましても管そのものが破損したとかそういうことでは

なくて継ぎ手の部分が破損したと、そういうことも多いのでそういった部分について、現状では

修繕しながら使っているといった形になっているところです。 

それで、今後の修繕計画ということですが、実際耐用年数を超えてきているということは私ど

もも十分把握しておりますが、それにつきまして先ほど質問もありましたが会計が変わるという

中で、財産調書だとか整理していく部分出てきますのでそれに合わせた中で検討を加えていきな

がら今後、改修していきたいなということで考えている部分でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君) 

 今先ほどの質問にも関連するんですけど、要はその公営企業会計法ですか。その適用の部分が

変わってくるのではないかということもございまして今回このお話をさせてもらっているんです

が実際の話、もしこれを本当にやっていくとすれば法律が適用拡大をされようが、かかるお金は

かなりかかってしまう。言ってしまえば莫大な金額になってくると思います。 

また単年度で処理できるような事業でもないと思っております。事業量もそうですし事業費の

方も。と考えていきますと、今言ったように多額の事業費がかかる事業量も多くなる、じゃあ多

年度ってやっていかなければいけない事業になってくるのかなと思っております。その中で今も

言いましたけど、耐用年数の部分も過ぎている中で札弦・緑地区の住民のライフラインの確保と

いうことを考えていくとやはり１年でも早く取り組むと言いますか早急に整備計画を立てていた

だきまして、立てた段階ですぐできるわけでもございません。本当に１年でも早く取りかかって

本当に１年でも早くしつこいようですが取り組んでこれが例えば５年かかるのか 10 年かかるの

かわかりませんが、最初の１年目の人達は良いですが 10 年目の人にはかなり先の話になってし

まうので、そういうことも含めながらより早い段階で整備計画を立てて検討していただいたいと

思います。 
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○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 その会計移行もありますので、そういった部分できるだけ早い時期に検討を加えていきたいと

いうふうに考えます。また、それによりまして水道料金の変更等といった部分も出てまいります

ので、急激に上がる等のそういった住民の方々に負担が極端にかかるといったことのないように、

例えば段階的に上げるだとかそういった部分も考えながら計画の方を考えていきたいと思ってい

るところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 他、よろしいですか。次、進みます。 

 給与費明細書から地方債残高の調書まで一括質疑します。230から 238 ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次、移ります。歳入 223から 224ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ないようですので次に移ります。 

 議案第 20号、令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について質疑を行います。 

 歳出から質疑を受けます。253から 255ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 同じく農集における公営企業会計の適用化の関係で、先に水道の関係で伊藤議員から質問もあ

ったのも含めて確認なんですけども、先ほどの水道関係については令和５年から法適に切り替え

ていくとう話でありましたけれども基本的な部分として農集排についても令和５年から法適な方

に切り替えた中でこの事業を運営していくという考え方に立っているのか。あわせて法適な関係

については公営企業の法適については範囲を広げていきますという形で法律上は法適であること

が義務化されているのか、されてないのか。あわせて確認をさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただいまご質問のありましたタイムスケジュール的なものでございますが、こちらにつきまし

ては先ほど申し上げていますとおり、今年度末までに公的企業化ということで６年から完全に移

行といった形の中でするということで考えております。それからこれから法律的に義務化された

ものかどうかということでございまして、それにつきまして私どももちょっと北海道に確認した
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部分がございましてそちらの方で伺ったところによりますと、基本的には要請という形なんです

がそれについては北海道の見解としましては要請といえども強制といった形の中で捉えていただ

いて構わないというようなことでございますので、法適用化を進めてくださいと。それで、今後

において例えば補助事業等を使うような場合においてはそれが条件になる場合もあるということ

でございますので、そちらの方は進めていく必要があるということで考えているところでござい

ます。 

 

○議長（田中誠君)  

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 委員会で何回か課長から御説明いただいて曖昧でして法律的には義務化されているものではな

くてこれは公営企業会計に持って行って、極めて会計の公明性と、それからフローとストックの

関係を明確にし、健全な企業会計としての運営をしていくためにこういった会計移行をすること

が望ましい、それに対して国としては拡大をしていくという流れの中で今回されるというふうに

理解させていただきたいというふうに思っているんですけども、そこで非常に大きな問題点にな

ってくるのは、今まで法適ではなかったですから資本的投資。具体的には修繕等のかかったもの

については法適じゃないですから無原則的にある意味では農集は全部一般会計から繰入れでやっ

てきながら償還が出来た。今回法適になってくると資本的投資の関係がどのような形に変わって

いくかということも含めて理解されているのかどうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 いいです。単純にこれは大きな変更なんですよ。というのは小さな人口で農集排、下水道事業、

私も自分で担当していましたから大変な事業でやはり人口が減っていく、さらに使用量は減って

いく、そうするとどうしても今回も、既に機能強化事業で去年が２千 700 万の設計費を入れて今

年度、令和２年度から１億。きっと計画年度でいくと３億ぐらいかかるという話になった時に、

資本的投資をさらに今ある規制を持っていかなければならない、法適になったときにその償還を

無原則的に一般会計から繰り入れということができるかどうかが１番ポイントになってくるとい

うことなんです。 

全部ダメだというふうに今の法律解釈上はならなくて、ガイドラインがあってどうしても農集

排なら農集排、水道会計で持ちきれないものとか、適法性があるものについては一般会計から繰

り入れることについても１つのルールはあるんですけども、そういったことも１回きちんと制度

運営上と今言った法律の仕組みとそして、特に先ほど伊藤議員からもお話あったとおり水道につ

いてもかなりの資本投資をせざるを得ないという状況が出てきますので、どう言った仕組みの中

においてどうやって運営していくのか、きちんとそこは整理された中で国から言われたから、道

から言われたからそれはある意味では要請と言いながらも強制力が働くという部分、担当課長の

立場は理解しますけれどもやはりそこを見据えた中でやっぱり全体的な経営改善を図りながら住

民の福祉、そういった水道下水という生活の基本のインフラをやっていくというそういった考え
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方に立たないと、単純に言われたからじゃ、なかなか今後基本的にほぼ資本投資をやった場合に

ついては一般会計でそれを補てんしなければ経営が成り立たない事実。これは町民の水道料は下

水道に全部賦課することはできないという前提にたって上でその前提条件をもう１回しっかり単

純に調査発注ですではなくて、是非今の段階から取り組んでいただきたい。 

ある意味では町民の方については痛みが伴うかもしれませんけれども、すでに委員会でお話し

た通り、急にどんと 50％下水道料が上がりますよという話ではなくして段階的な設備投資に伴

って緩やかに理解をしていただきながら対応していくという、そういった行政の立ち位置が必要

じゃないか。その辺、担当課としては大変だと思いますけれども、どのように捉えられているか

もう一度答弁していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 古谷議員がおっしゃられた言葉を重く受けとめまして基本設計、そういったこと基本調査、そ

ういったことをしていかなければいけない部分を合わせ検討しながら進めて参りたいと思います。

それから以前から言われています通り、先ほどの水道の方もそうなんですが、住民に過度な負担

にならないような形の中で進めていければというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお

願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 課長からあった通り公営企業に切替ていくというのは、単純じゃなくて非常に大変な作業と思

いますので、その辺当町の実態とか今後のそういった重要とかそういったことも含めながらしっ

かりと方向性を検討されて取り進めていただきたい、このように考えます。答弁はよろしいです。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。次に移ります。 

 給与費明細書から地方債残高の調書まで一括質疑します。256から 264 ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次に移ります。歳入 249から 250ページ。前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 雑入で、千円ありますけども、これはコンポストの代金という認識でよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 
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○産業建設課長（河合雄司君) 

 諸収入雑入につきましては、歳計現金預金利子であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 要するに、以前はコンポスト代金も歳入の中で計上されていたと思うんですけども、今はほと

んどそういうのが発生していない。何を言いたいかと言いますと、札弦クリーンセンターの問題

です。先ほど上水道の話、あるいは農集排の関係で強化機能という形で国の制度の中で５割ほど

２億７千万位の中で、計画性を持って農集排の事業、古谷議員おっしゃるとおり受益者やはり人

口減に伴ってそれなりの利用者も少なくなっている現状がかたやある。そして、合わせて確か平

成 15 年ですか。札弦クリーンセンターもそれなりの事業費、恐らく５億ぐらいだと思うんです

けどもコストをかけて現状動いております。 

そして、震災の折に、その水分調整材が入手できないってことでそのときも委員会の中で大変

厳しい状況だと伺っておりまして所管の中でもあの施設、現地調査してまいりました。現状今ま

で施設を建築した事業体と申しますか、その企業にある程度の保守メンテナンスをお願いしてい

る経過があると思いますけども、次年度以降もそういう部分でのメンテをお願いするのかしない

のか。現状でそういった部分でコンポストの生産はもう現実は皆無に近いという認識は持ってい

ますけども、今後に向けての方向性これをどう捉えるか。 

やはり、もうある程度の年数、平成 15 年ですから、ゆうに 17 年もう恐らく国の交付金、負

債もありますけども今そういった部分で公共財の交付金の返還だとかは、多分用途変更なりは今

規制の中で内閣府からも、恐らく用途変更も可能だという通達が出ていると思いますけども、そ

れに向けて速やかにその方向性これはもう６年前の時にも当時の総務課長から説明受けましたけ

ども、方向性は出すと聞いていますからそこは今後の中で行政責任としてしっかりと方向性をや

っぱり速やかに持っていきたいと思いますのでその辺のすり合わせなり協議はされているかだけ

提示していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 クリーンセンターの件でございますが、現在においてはコンポストの生産というのは実際出て

きたものについてもまた再度調整材として投入しておりますので、現実としては製品としてはで

き上がっていないという状況で議員おっしゃるとおりでございます。 

現在の運営方法としましては議員おっしゃった通り当時の業者の方から支援を受けまして、現

在稼働させているといったことになっております。ただ 16 年経過しておりますのでそちらの業

者の方からも実際どうなんだろうといったことが投げかけられておりますので、そちらの方につ

いて今後どうしていくかということは考えていかなければならないと、重大な問題だということ

で認識はしているところでございます。 
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ただ現実問題、その施設を今後どうしていくかということになりました時に、先ほどの用途変

更こういったことにつきまして理由をつけてどういったものに変更していくか、こちらの方につ

いてはまだ検討中ということでございますので、今確実にこういった答えが出ているといったこ

とにはなっておりませんが、その中について運営が実際できるかできないかという部分がありま

すので、早急に答えは出していかなくていけないということで考えておりますが、途中経過だと

いうことでご理解いただければと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君)  

早急にという話をなぜするかというと、この議論はもう以前からコンポストが生産できないと

いうか想定以上にできなかった時点から多分議会の中でも種々議論されていた問題だと思います

し震災のときにも同じような部分で調整剤が入らないときにも多分原課の方からもそういう説明

があって現状は厳しいという説明も受けて今後の方向性を前もって検討していくという、その時

も答弁あったんですよ。 

それから何年かたって恐らく５年は６年経っていますけども、その間何もやはり着手してなか

ったじゃないかという指摘なんですよ。もうここでしっかりと道筋じゃないけど行政責任として、

しっかりとその立案なりどういう形がいいのか、そしてあの施設自体は、肥料の認定というかそ

ういう規格のとれるセンターというかな、そういう部分も持っていますから今国が求めている用

途変更に本当に該当するのか。あるいは完全な大規模改修という名目の中で同じように肥料生産

である土作りなり、たい肥センターなりの形ですれば、用途変更しないでも出来るじゃないかと。

これは私個人の話ですけどもそういったことを踏まえた中でやはり農業に関連したようなそうい

う部分を真剣にもう待ったなしとは言いませんけど、すぐにどういう形である程度方向性として

出す。その部分である程度の内部の変更はあるかもしれませんけども、やはり早目に着手しない

とあれにかかる維持費、今後どうなるかわかりませんけども、そういうことを十分踏まえた中で

方向性、今後に向けてどのような過程の中で進めるかしっかりと取り組んでいただきたいと思い

ますのでそこら辺どう考えるか。方向性だけ説明願えればと思いますけども。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 方向性ということでございますが、実際それを用途変更なり何なりするということになると、

議員おっしゃられたような方向の部分にしか行けないのかなということで考えております。 

 ただ、現実問題としましては中の設備については使えませんよとその建屋は使えるかもしれま

せんが、例えば機械を撤去した後の改修費用だとかそういったものがかかってくるということも

ございますので、費用対効果の部分もありますので、じゃあどういった方向が良いのかといった

部分も含めて考えながら進めてまいりたいなと思っております。 

また、なるべく早いうちに素案等をつくりまして当然理事者なり議会とも相談しながらやらせ

ていただきたいなというふうに考えるところでございます。 
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○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○８番（前中康男君) 

 大変難しい判断が迫られてやっぱり公共施設の計画の中であの施設もやはりしっかりとプロッ

トされて、面積もあり維持費もかかる、そういう部分は計画の中で出ていますけども、もうそろ

そろ現実の中で機能してないって僕自身は評価というかな。そういう考えがあるんであれば、思

い切った中でそういう部分で今農業関連あるいは JA なりのその相談をしながらもしっかりと可

能であればというか、そういう道筋を立ててしっかりと土作りセンター的なものを、行政がじゃ

なくて、そういうとこで持っていくというのも１つの手法かなと。これはどうしようもない問題

でできないできるじゃなく、多分出来る方向性があると思いますからそこはしっかりと考えなが

らやっていただければなと思っています。 

当時はミックス、先ほども質問した中で、あの３町の終末処理場の量の話もしました。当初は

そういう議論もミックスを活用しながらという話もしたけど、なかなか向こうは向こうで終末処

理場の方は整備改修した部分もありますから、やはりそこは本町としてあの施設はかなり大きな

施設ですからやはり有効性のある本町における農業の基盤に立脚した施設にできるようなものを

投げかけながら、もしそこで行政が責任というのはありますけれども、そういう部分の JA なり

あるいは他の施設がもし対応できるんであればそういうこともやはり検討の１つの方策、手法と

して取り入れていっていただきたいと思いますので、よろしく検討お願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 早い時期に検討を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。次、進みます。 

 議案第 21 号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算について質疑を行います。歳出から質

疑を受けます。277 から 280ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 まず、来年度の当初予算を見まして１億４千 787 万ということで製造費は７千 100 万円と、

今年度とほとんど変わっておりません。また、財産収入に関してもほとんど変わらないような状

況ということで数字が出ておりますが、これに対して繰入金が今年度より来年度は１千 500 万

増えているわけですが、これに対しての説明をお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 
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○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 今議員の方から御質問のありました令和２年度の焼酎事業会計の予算の考え方について、説明

させていただきたいと思います。平成 29 年度は、値上げの影響で仕入れの前倒しもあり一時的

に増額したもので１億 800万となっております。 

平成 30 年度につきましては、胆振東部地震の影響を受け売り上げが前々年度より減額したも

のであり９千 870 万程度となっております。令和元年度は卸においては、平成 28 年度１月末

対比で 103％であり、微少増加しつつあります。町内の売り上げが減少していますが、樽の一升

瓶の販売再開で盛り返しつつあります。平成 28 年度売上が１億 300 万であったことから通常

の売上目標として想定しておりますが、令和２年度は東京でオリンピックが開催されマラソン競

技は、札幌市で開催されることが決まっています。北海道への観光客の入れ込み増加が想定され

る一大イベントが開催される年です。 

現在コロナの影響でオリンピックの開催について意見もあるようですが、今現在中止という判

断はおりておりません。焼酎の売り上げについても、オリンピック特需を踏まえ歳出も考慮して

財産売払収入を１億１千 554 万９千円としており、経営計画記載の令和２年度の販売計画の数

字をスライドしたものではございません。 

次に歳出についてですが透明瓶の１セットは１万６千本で約 350 万、原酒の白い瓶の１セッ

トは７千本で約 550 万であり、注文してから納品まで３ヵ月が必要となります。その他にコルク

栓やミニ瓶、資材等オリンピック特需による販売増を考慮すると、ある程度の資材費が必要と考

えています。歳出につきましては予算がないと発注できません。オリンピックは、７月下旬から

８月上旬の開催であり、その後観光客の道内の周遊や卸の仕入れの時間数を考慮すると９月中旬

まで影響があると想像しております。状況を確認した後の補正では欠品の恐れがあります。企業

としては資材不足による欠品は避けなければなりません。執行に当たってはオリンピック特需の

状況と在庫の見込みの状況をみながら進めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

続きまして、繰入金の関係ですが、修繕費で計上しております本年度につきましては製品庫の

棚の改修及び醸造所本体の大型扉の改修１千 600 万円、その分を繰入で計上させていただいて

おります。以上で説明終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 オリンピックがあるからこの数字になったと。決してスライドをしたものではないということ

ですが、今年度つい先日１千 873万２千円の減額補正を行っております。そのうちの製造費がお

よそ１千 377万円。製造費が凄く大きくなっているんですよ。今の課長の答弁ですと、８月のオ

リンピックによってこういった数字が妥当だということなんですが、私この数字見てなんか無理

しているんじゃないのかなというふうに見えるんですよ、実は。 

それと今年度は修繕費ということで１千 600 万となっていますけども今後、この修繕費、今年

は１千 600万ですけどもこれから増えてくると思うんですよね。どんどんどんどん。じゃあ焼酎

の売上がどうなのかということを考えますと、今年に関しては今課長言ったようにオリンピック

があるからという話かもしれないですよ。私も札幌でマラソンが行われますので、私も見に行こ

うと思っていますが、札幌にオリンピックのマラソンを見に来て、じゃあ北海道内周遊するかと
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いったらそれはちょっと甘いんじゃないかなというふうに私自身思うので。ただ焼酎事業に関し

ては今までも何回となく繰入金の問題で、議会からも色々と苦情というわけではないんですが、

こんな繰入金はおかしくないかという話は多々されてきたと私の中ではこの９年 10 年の間に何

人かがそういった発言もされております。私もこの１億４千 780 万という数字じゃなくて現実

に売れている分のそういった数字を正直に出してもらった方が現実的かなというふうに思うんで

すよね。まして今年１千 800 万の減額をして実質財産収入は９千 700 万しかないわけですか

ら、そういうことを踏まえて例えオリンピックがあっても町内需要が落ちたり焼酎離れがやっぱ

り最近下がっているはずなんですよ。それを踏まえるとこの１億４千 700 万というのは、どうも

現実的じゃない気がしてならないですが、私も今まで焼酎事業に関しては何度か苦言を呈してき

た方ですが余り無理をしないで町長に直接もうやめたらどうだなんということも言ったこともあ

りますが、これを清里町の目玉として町長も職員の皆さんも清里と言ったら何かと言ったら焼酎、

斜里岳、神の子池と。こういうふうに出てくる位でやめるつもりもないですから、当然もう累積

計算をすると相当な金額の赤字なはずなんですよ。毎年単年度で決算しているから見えないだけ

なんですけども、そして相当な繰入金があると。これを踏まえた上で焼酎事業に関してはこれか

らはそんなに儲からない。逆に修繕費等を入れると相当な金額のマイナス部分が増えてくるかな

と。やめないのであれば何も無理してこう言った数字じゃなくて正直に今年度と同額程度の数字

でもいいんじゃないかなと私は思っているんですが、その辺に関していかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 先ほどの説明の中で基本的目標の売り上げとしては１億 300 万程度というご説明をしたと思

いますが、支出の方でもご説明したんですが瓶については透明瓶で１セット１万６千本 350万、

原酒の瓶で１セット７千本約 550万必要となります。 

現在の透明瓶の購入につきましては、在庫との調整をしながら昨年で年３回、４万８千本で、

年間の平成 30 年度の売れ本数はおよそ５万１千本、足し引きしますと３千本のマイナスになり

ます。それは在庫の部分を調整して５万１千本プラス翌年度４月分の売り上げ本数を確保してい

るスタイルになります。 

そういう瓶の状況の中で考えますと１億 300 万の予算にしますと４回目の瓶が買えないとい

う形になります。オリンピックだからといってそれが１千万増えるのか、そんなことは考えてお

りませんが千本必要でも１万６千本買わなければなりませんのでその部分の支出を来年は特別に

オリンピックがある年だということで予算を組んでおります。 

令和３年度からは身の丈にあった予算にするべきだと思いますが、来年はオリンピックがもし

あって需要があった時に先ほども言いましたように、企業として欠品は避けなければなりません

のでその分の予算を確保しているということでご理解願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 
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 わかりました。もう余り言いませんが財産収入がここに記載されている。課長の言う１億 300

万ですか、それ以上あがることを期待してこれで質問を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 先の常任委員会でも質問させていただきました。所長含めて職員苦労されているということも

実態としては受け止めたいと思います。先の委員会の中でも話しました通り、減額補正の関係で

瓶のロットの関係だとか次年度にわたってと。当然普通の事業じゃないですからやっぱり在庫だ

とか原材料の調整というのはどうしても年をまたいでやっていくというのが当たり前の管理の方

法というふうに理解はしています。 

逆に言えば前年度のストックしておいたやつをきちっとある程度、良い悪いは別として減額補

正しないで一般会計からきちんとそういったものが見込めるとすれば一般会計の繰出しの手法論

をビクビクしながらやっていると結局今のような話になってくると思いますので、当然はある程

度製造していってそれを製品化するためには瓶のストックがある程度３ヶ月分や半年分は当然必

要だということは事実ですからそういったことも想定しながら全体的な経営計画、運用というも

のをしていくことが必要じゃないか。 

ただし、それやった時に先ほど所長からお話しあった通り、実態的にはここ２年、胆振東部地

震の関係、消費税の値上げ等の関係によって１回伸びたものがかなり押さえられてきた。そして

実態的には１億を割るような財産収入しかない年が２年位続いてきて、ただし先ほど言ったよう

にオリンピック特需があるかどうかというのは誰にもわからないことがあって、ここで確定的に

申し上げるはできませんけれども、そういったことを見込んでやっていくこと自体が経営として

はどうなのか。通常的な前段としての流れは作っていくことは必要ですからそれは推進してやっ

ていく、オリンピック特需云々ではなくして平常的な部分の運営としてのあり方の経営をもう１

回見直していただきたい。特に１億弱ぐらいが大体落ち着いたところの販売であって、しかも財

産売払収入であって特に５ヵ年計画で 31 年度から５ヵ年作って既に初年度 31 年度が実績割れ

しているわけですよ、実績割れ。令和２年度については現実的に見た場合についても非常に厳し

い数字をオリンピック特需を見込んでこれに合わせたわけじゃないと言いながらも、現実的にそ

ういった数字になっているという事実。それと従来の経営のところで不安定だったのは在庫量の

調整どうやっていくか。５ヵ年計画の中では 259 ㎘をきちんと生産と販売を見ながらある程度

コントロールしていくという計画ですけど現実的に最初の年からもう既にその前年度から計画の

前から既に製造量と販売量のアンバランスが生じてきて、この状況が計画どおりいくと、どんど

ん在庫量が増えていくこともあって、もう１度この計画そのものに明確に書いているんですけど、

経済情勢や消費動向の変化等に適切に対応できるよう、必要に応じて見直しを行いながら推進す

るという形ですから、作った予算そのものは良いとか悪いとかは言いませんので令和２年度の中

において、どういう形が良いのかということを修正も含めて是正積極的に見直しをやっていただ

きたい。あわせて本来的に予算執行で組んでいる歳出もそういった施設整備が緊急性が伴うもの

かどうなのか。と言いますのはこの計画の中で全体で３億２千万の設備投資を今後もやっていく

という計画なんですよ。３億２千万、町からですよね。そして今年度の部分を除いても今年以降

ここに設備投資をやりますよという形になって、益々その乖離が現実的な部分でいくと出てくる。
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そういったリスクも考えながら予算の執行段階も含めながらその辺の微調整と根本的に現在やっ

ているこの計画が修正しなくてもいいのかどうなのかという事も含めて事務的な部分じゃなくて

政策的な部分として御検討願いたい、このように考えますが担当課長じゃなくてこれは理事者だ

と思いますので、その辺の考え方だけ御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 焼酎の醸造関係でありますが、この焼酎も昭和 50 年からスタートして 40 数年という歴史を

踏まえた１つの清里にとっては極めて重要な特産品に育ってきたわけでありまして、先ほども言

いましたように清里の皆さんに清里の名物はというと、やはり焼酎から始まってくると。そうい

う実情にもあるわけであります。ただ御質問にありましたようにそれぞれの製造販売の関係につ

いてはかなり苦戦をしながら今日まで来ているというのも事実は事実であります。そういう中に

おいてもやはり我が町の特産品としての地位は確立をしてきているわけでありまして、この状況

を少しでも改善するように我々としては努力をしていきたいと考えております。 

ですから無造作に不足分は一般会計で埋めればよいとそんな判断ではダメだというふうに醸造

側にも申し上げておりますし、やはり適切な収支の分岐点を見つけながらそこに誘導する、そう

いうことが必要になってくるというふうに理解をするところであります。その中で当初の段階で

は醸造計画ということではなくて流れの中で作ってきたというそれではやはりということで、ほ

ぼ 10 年位前からこの醸造計画５ヵ年計画というのを置きながら今日を迎えてきているわけであ

りまして、情勢が刻々と変わってまいりますから１回作ったからそれでいいんだということでは

なくてやはり必要な状況が生じた中では見直しをしながら進めていかなければならないだろうと

いうふうに思っております。 

特にここに来てやはり年数が年数ですので建物の老朽化も設備の老朽化も始まってきておりま

すので、これらについてはやはり適切な管理のもとに更新の整備をしていかなければならないと

いう時期に差し掛かってきたというふうに理解もしているところでありますので、一定の設備更

新計画は持ってはおりますが、そういうものをしっかりと年次プロット的に受け止めながら先ほ

どの収支の全体計画を適切に見直しをしていくという流れの中で進めていければというふうに思

っているところでもあります。 

そういう流れの中で全体としての焼酎の収支バランスが本来的には図れていければいいかなと

いう思いで取り組んでいますがこれも早い話水商売的なものもありますから、必ずしも計算どお

りに進んでいくかということになるとやはり難しいところもありますので、臨機応変の中に少し

でもこの会計が収支が合うような形に持って行けるように職員あげて頑張って行きたいというふ

うに思っております。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 水商売で計算どおりに行かないという、他の商売の皆さんも同じでしょうけれども今言ったよ
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うに適正な見直しを逐次行いながらを基本として町民の財産として長年時間をかけて作り上げて

きたものですから、この持続的な形の中でしっかりと販売経営がなされていくという前提条件を

しっかりと作り上げていくためにも、逐次見直し検討というものを進めていただきたい、このよ

うに考えます。 

 

○議長（田中誠君)  

 他、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 なしということですので、次、給与費明細書 281から 290ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 ないようですので、次、移ります。歳入 273ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 次に移ります。特別会計について質問漏れありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 以上で、特別会計歳出歳入の質疑を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 お諮りします。議会運営の都合により、明日３月 12日は休会としたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 したがって、明日 12日は休会とすることに決定しました。本日はこれで散会いたします。 

 

散会  午後 ４時 28分 
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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。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

   ●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 古谷一夫君、３番 伊

藤忠之君を指名します。 

 

   ●日程第２  議案第１５号 ～ 議案第２１号（各会計予算案の総括質疑） 

○議長（田中誠君) 

日程第２、一括議題となっております議案第 15 号、令和２年度清里町一般会計予算から議案

第 21号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算までの会計予算について総括質疑を行います。

村島健二君。 

 

○７番（村島健二君) 

 令和２年度予算に対しての総括質問をいたしたいと存じます。５項目について質問をいたしま

す。 

１点目の項目は新型コロナウイルス対策でありますが、古谷議員から一般質問でもございまし

たし、また予算審議の中で、前中議員からもありましたが、私からも再度質問いたしたいと思い

ます。中小企業向けの特別貸付をすると表明されたわけでありますが、国も３月８日の朝刊にお

いて報道された無利子無担保での融資をすると表明されました。実質的に無利子無担保というこ

とでありますので、町としてもその考えはないのか伺います。また、１番ネックになるのが保証

協会付であるということであります。できることなら原資を銀行に町がお金を預ければ、私は担

保すれば良いのではないかと。町長はどのような考えを持っておられるのか伺いたいと思います。 

次に、新栄小学校解体についてでありますが、特にアスベストの件であります。所管の委員会

でも表明がありましてお話は聞いておりますが、教室、体育館、その他全体のアスベストの量は

１から２、３内の３が多いわけであります。アスベスト調査した結果が結果であり、早急に前倒

ししてでも発注すべきではないかと考えますが、町長の考え方をお伺いしたいと思います。 

３点目でありますが町道改良整備であります。長年にわたって国道美斜線から江南に向かって

の道路幅を拡張してまいりましたが、４線道路が中止となっております。16号道路からはＪＲ踏

切があり、その後ＪＲとの話し合いを持たれたのかを伺いたいと思います。この事案につきまし

ては昨年の決算総括でも伺っておりますので伺いたいと思います。また、21号道路にあっては構

造改良してオーバーレイをかけながら進めておられるようでありますが、今後も同様にオーバー

レイで整備して行く考えなのか伺いたいと思います。 

４点目、町営住宅整備についてであります。特にひまわり団地。現在３ＬＤＫ、７棟建設され

ておりますが、敷地は残り３棟建設する用地がありますが、今後前倒ししてでも建設する考えは
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ないのか伺いたいと思います。民間で２棟建設されておりますが、町からも建設物に対しての補

助金は出していることは認識しております。 

次に最後になりますが、観光資源の環境整備について特に神の子池、さくらの滝、男鹿の滝と

いった観光資源があるわけでありますが、この３ヵ所に町として、今後環境整備を進めていくの

か伺いたいと思います。特に神の子池につきましては 600ｍの遊歩道を最優先に、小屋、管理棟

トイレの建設を初め、道路の拡張、これは林道ということでありますが、早急に進めていく考え

があるのか伺いたいと思います。 

さくらの滝につきましては、民地を無償で寄附していただいている関係もありまして、これか

らどのような手法でこの道路、駐車場を整備していくのか伺いたいと思います。男鹿の滝につい

ては、奥林道から滝までの徒歩で行くまでの道を整備していただきたいと思いますが、その考え

はあるのかないのか伺いたいと思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま、村島議員からの５点の質問についてお答えを申し上げたいと思います。 

まず１点目の新型コロナウイルス対策の中小企業融資枠の関係でございますが、御案内のよう

に新型コロナウイルスによる感染拡大によって、北海道においては非常事態宣言が発表されてい

るところであります。 

この対応に当たりまして、国また北海道においては３月 10 日にコロナウイルス緊急対策の第

２弾の施策を決定いたしまして、国を上げて支援、対応をするという姿勢が示されたわけであり

ます。町におきましても飲食店を中心に利用が極端に減っておりまして、大きな影響を受けてい

る状況にあるというふうに聞き及んでおります。特にこの３月の年度末を控えまして資金繰りが

厳しくなってきているため、あらゆる業態を対象とする緊急融資制度の創設を、金融機関、商工

会とも協議の上に早急に立ち上げるべく今準備を急いでいるところでございます。 

基本的には国の緊急融資制度の枠に該当しない方々を対象に、１事業者も取りこぼしがないこ

と、そういう旨で現在制度設計を進めているところであります。 

御質問の保証協会付の件でございますが、今回の緊急融資制度は町の保証のリスクよりも事業

者の事業継続を優先させたいということで特別融資制度を創設していきたいと考えているところ

であります。ただし、従前からの中小企業融資制度におきましては新型コロナウイルスの対策資

金も含めまして融資枠の拡充と利子補給率の引き上げなどの条件緩和を予定してまいりますので、

この場合についてはやはり保証先がないということになりますと金融機関の審査が一層厳しくな

るということも考えられますので、煩わしさはあるかと思いますが保証協会付でのご理解を賜り

たいというふうに思います。つまり、すぐ目先の３月末に向けた緊急支援部分については、それ

ほど大きな需要ではないというふうに理解しておりますので、この部分については無利子無担保

の方式をとっていきたい。通常分についてはやはり保証協会付という形になってくるかと思いま

すので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

次に２点目の新栄小学校の解体アスベストの関係でございます。解体工事につきましては、今

般予算を計上させていただいているところでありますが、この工事費の積算に当たりまして改め

てアスベスト調査を行った結果、御案内のようにトイレの壁の吹付モルタル、また天井や内壁、
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外壁の建築資材にもアスベストが含まれているということが判明したわけでございます。内訳と

いたしましては、先ほど議員の方からもありましたようにトイレ壁の吹付タイル、これについて

は飛散性の高い吹付のアスベストということでありますが、それ以外の床、天井、壁などの建設

資材においては資材そのものに含有されているというものでありますので、飛散性の低いアスベ

ストということでございます。小学校の解体工事に当たりましては飛散性の高い部分については

その防止策としての幕を張るなり、そういう形での施工を予定しておりますし、飛散性の低い建

築資材の部分については水をかけるなど、より安全性を高める工法で事業を実施していきたいと

いうふうに考えている次第であります。またこれらの事業の発注については６月の早い段階で発

注を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。 

次に町道改良の整備の関係でございます。21号それから４線道路の件でありますが、まず 21

号道路につきましては、平成 29 年よりこの令和４年までの６年間を計画期間として４線から９

線までの 2,577 メートルを道路補修計画のもとに、順次オーバーレイ事業として実施をしてい

るところであります。今年で３年が経過をいたします。計画期間の 4 線から６線までの２号間、

約 1,100 メートルが完了することになります。明年以降につきまして３年間で残り 1,500メー

トルのオーバーレイの工事を引き続き進めてまいりたいというふうに考えております。 

また４線道路につきましては平成 14年から平成 29年までを計画期間として国道 334、美斜

線ですね、それから道道摩周湖斜里線の交点まで 4,150 メートルをもって整備を進めてきたと

ころであります。しかし平成 28 年にＪＲ北海道が単独で維持することが困難な線区の１つに釧

網本線が含まれたということもありまして、これらの状況を受けて現在においてはその存続がま

だ明確になっていないということもありまして、踏切の工事が莫大な額にのぼるわけであります

ので、実際にそこのところの進捗を判断しなければならないというようなことで一時中止という

形で今日を迎えております。 

ただ、今第１期の集中改革期間でありまして、その内容によっては方向性が確定するというこ

とになっておりますので、今の段階ではこの８線区のうちの釧網本線は維持存続をさせたい区間

ということで表明をいただいております。そんなこともありまして残り 16 号交点から道道摩周

湖斜里線、踏切の区間だけを不整合として工事については令和３年から再開をしていきたいとい

うことで、現在社会資本整備交付金の申請手続をする段取りを行っているところであります。御

理解を賜りたいというふうに思います。 

次に町営住宅の整備の関係であります。ひまわり団地の関係でありますが、本件については公

営住宅の長寿命化計画、また住環境基本計画におきまして全体では特賃及び特公賃住宅で 21 戸

の建設。それから公営住宅で 17 戸、全体 38 戸の建設をこのひまわり団地の中で行っていくと

いうことで現在まで進めてきたところでございます。特公賃の住宅 27 戸、これは全棟計画どお

りに建設を終了したところであります。 

また公営住宅の 17 戸のうち、既に 14 戸が建設されておりますが残り３戸となっているとこ

ろでありまして、この残り３戸の建設の変更した理由でありますが、議員からの御指摘もありま

したように民間住宅の入居状況、または公営住宅全体の入居者の減少、また新たな借入希望者が

少なくなってきているというような全体的な住宅事情を総合的に判断させていただき、建設年度

を変更させていただいているものでございます。なお、残り３戸でありますので町営住宅の老朽

化に伴う建て替えの考え方と入居の実態、また公共事業としての地域経済の振興や雇用対策など

の観点も十分に踏まえた中で、明年度以降、環境が整い次第建設を進めてまいる考えでございま

すので御理解を賜りたいというふうに思います。 
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続きまして、観光資源の環境整備についてでございます。清里町においては大きな観光地では

ありませんけれども、主な観光資源としていたしまして裏摩周、神の子池、さくらの滝、緑ダム、

男鹿の滝等々、それなりの観光スポットを有しているところでありまして、近年多くの観光客の

皆さんや町民の皆さんに利用、観賞をいただいているという中でございます。 

特に裏摩周、そして神の子池、さくらの滝は人気スポットでございますが、神の子池は道道摩

周湖斜里線から林道を経由し約２キロの地点にありまして、摩周湖の伏流水が噴き出すパワース

ポットとして紹介されているところであります。一昨年に阿寒摩周国立公園の名称変更に合わせ

て神の子池が公園内に編入されたということもありました。入り込み客も大幅にそれに伴い増え

てきているのが実情でありまして環境の保全を優先にトイレや駐車場の整備と合わせた中で道路

の安全性の確保、これが大きな課題となってきているところでもございます。 

特に道路の安全管理につきましては林道でございますので森林管理署の管理下となっていると

ころでありますが、国有林の施業道路というようなこともありまして観光用に管理することは森

林管理署としては非常に困難というふうに言われております。そうしたことから町におきまして

はグレーダーによる路面整備を月２回程度実施しながら安全の確保に努めているというところで

あります。 

また道路の幅員が狭いこともあります。大型バスが交差できないということもありますので、

この大型バスについては一昨年に進入禁止とさせていただきました。道道摩周湖斜里線での駐車

帯を利用した活用をいただいているのが現状かというふうに思います。今後、整備いたします駐

車場までは道路の幅員の整備を検討していかなければならないというふうに理解をするところで

ありますが、御案内のように国有林内の林道であります。また地域が国立公園に編入になりまし

たし、レクリエーションの森、そして水源かん養保安林として幾重にも規制がかかる地域であり

ます。当該用地のさらに確定の測量や用地の取得、事業申請など相当な時間を要することが考え

られますので、今後、関係方面とも十分調整、準備を進めてまいりたいというふうに考えるとこ

ろであります。 

次に、さくらの滝の展望整備などの周辺整備の関係でありますが、さくらの滝の道路につきま

しては、既に舗装整備済みでございますので、今後においては観光地整備基本計画によりまして、

さくらの滝の展望箇所の保全と駐車場からのアプローチ、さらにはトイレなどの整備を進めてま

いりたいと考えております。特に駐車場につきましては、整地転圧による防じん処理での環境整

備を予定しておりますので御理解をいただきたいというふうに存じます。 

次に男鹿の滝の整備の関係であります。男鹿の滝につきましては道道摩周湖斜里線の分岐点か

ら国有林の最も奥の場所に位置しておりまして、神の子池、またさくらの滝等と比較すると、観

光客の入り込みは余り多くはないという状況にあります。しかし、自然に溢れた秘境の滝でもあ

りますので愛好家の方には人気のスポットとして捉えられているようであります。滝までには約

15 キロの距離が分岐点からあります。さらに緑ダムへの舗装道路からは 11 キロの施業林道と

しての管理がされておりますので森林管理署において整備が行われておりますが、これはあくま

でも施業用の林道としての管理という範疇での整備でございます。 

また、滝の入り口の駐車場から滝まで約 400 から 500メートル近くあるわけですが、急斜面

の危険な箇所については安全確保のための柵の設置、そして管理保全を森林管理署に行っていた

だいている現況にあります。男鹿の滝のように余り手が加えられていない観光資源についてはこ

のまま俗化させることなく秘境として自然のまま次の世代へ財産として保全することを考えなが

ら安全性の確保を最低限の整備に留めていきたいというふうに考えておりますので、御理解を賜
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りたいというふうに思います。以上、５点につきまして申し上げ答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君) 

 ただいま５項目についての答弁がございましたが、特に私がお聞きしたいのは、この保証協会

付ということで進められるということを伺ったわけでありますが、これは、私は何回となく質問

をさせていただいている経緯もありますが、やはりこれをどうするかということになりますと大

胆な先ほど申し上げましたようにどうしたら良いかということが先決だと私は思うんです。 

 ですからやはりこの点について再度また町長考えていただきたいなと要望しておきたいと思い

ます。特に、小規模事業者の中には個人事業主も含まれておられるのか。さらには該当する業種

ですね。何が含まれているのか、この点伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 新型コロナウイルス対応にかかる中小企業特別融資枠の関係でありますが、先ほど申し上げま

した形の中で現在金融機関並びに商工会とも話を進めているところでございます。先ほどの説明

の中でも申し上げましたように中小企業融資の既存の部分については今までも保証協会付きとい

うことでなかなか煩わしさがあったのかなというふうに思いますが、基本的に保証なしでどうい

う対応ができるのかという部分含めて改めてまた金融機関とも相談をしていきたいというふうに

思っているところであります。 

次に、今回の緊急融資対策の部分での貸付の事業体の関係でありますが、基本的には個人事業

者の対策の中でやっていきたいということでありまして、国、北海道が出している緊急融資対策

については現実そこら辺がまだ明確になってないと。個人事業者と書いてありますが多分フリー

ランスまで OK というふうなアナウンスがされていますので、大丈夫なのかなと思っております

が、もれ落ちることのないように清里の今回の３月末の対応に向けては全業種別に特に問わない

というふうに理解をしておりますし、そういう個人事業者に対しての融資枠をという考え方も併

せ持っているわけでありますの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) 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君) 

そのようにやっていただきたいと思います。 

あと４点ほどありますけれども、最後に申し上げたいことは、この５項目に対してやっぱりス

ピード感を持って臨機応変な考え方でやっぱり進めていただきたいということを要望して、総括

を終わりたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま御質問をいただきました項目についていずれの項目も清里町のまちづくりに対しては

極めて重要な課題というふうに認識をいたしております。しっかりと対応しながら町の振興発展

に繋がるよう努力をしてまいる所存であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 次、堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 本定例会に上程されました令和２年度予算の審議が終了しました。一般会計 49億１千 800万

円、６特別会計を合わせて総額 66 億 961 万４千円の予算が計上されております。限りある財

源を有効に、次年度の町政執行まちづくりに生かしていかなければなりません。町長をはじめ町

職員、我々議会、そして町民が一丸となって住みよい清里町を作り上げていかなければと気持ち

を新たにしているところであります。 

しかし、清里町を取り巻く情勢は厳しく人口減少に歯止めがきかず、とうとう２月末には

3,999 人となってしまいました。加えて年明けから衝撃的なニュースが次々と飛び込んできまし

た。札鶴ベニヤの規模縮小、ジャガイモシロシストセンチュウの町内での発生、新型コロナウイ

ルスの感染拡大など地域経済に大きな打撃を与えかねません。今回の予算案には対策が反映され

ていませんが、非常に大きな問題ですし、のちに質問させていただく人材の問題も多少予算案か

ら飛躍する場面がありますが、令和２年度は第６次総合計画の策定の年でもありますので敢えて

総括として質問させていただきたいと思います。 

まず、札鶴ベニヤの縮小についてお伺いします。規模縮小に伴う雇用の受け皿をどうするのか。

今後、札弦地区の衰退や町全体の購買力の低下も心配されるところであります。古谷議員の一般

質問への回答で離職対応と再就職、そして生活支援について町として最大限相談を受けたいとの

ことでした。緊急的な対策は理解しましたし早急に実効性ある対策を実施していただきたいとこ

のように思います。 

そして、考えていただきたいのは長期的な対策。３年後、５年後の札弦地区をどう捉まえてい

くのか。もしも、数年後に札鶴ベニヤが完全撤退してしまった後、広大な敷地をゴーストタウン

化させない、そして光岳小学校の再利用を札弦地区の活性化にどのように位置づけていくのか。

これらの対策が後手後手にならないよう先を見据えた計画をしっかりと進めていただきたい、こ

のように思います。まずこの点について町長の考えをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま御質問の札弦地区の今後の振興方策、特に札鶴ベニヤの工場の縮小に関連してという

ことでございますが、先ほど来、ご案内のように札鶴ベニヤ工場、清里町内における最も大きな
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企業でありますして、今までは町の地域の経済振興をはじめ、雇用そして地域活動を支えてくれ

たそういう企業でもあったわけでありまして、今回、残念なことに本社機能の主な製造ラインを

白糠の方に７月以降、遂次動かしていくということでありまして、それに伴って従業員、職員の

方また家族を含めて大幅な移転配置が行わることは想定をされるわけであります。 

また、あわせて札弦地区では御案内のように 105 年の学校の歴史に幕を閉じたということで

それまでのＰＴＡ活動、また地域活動の拠点が失われたわけでありまして、そうしたことの影響

とあわせながら早急に札弦地域における振興方策を示していくことが今求められているというふ

うに認識をするところであります。そのためには、まずは札弦地区にお住まいの皆さんの思いや

不安を解消しいつまでもその地域で安心して暮らしていけるそういう地域づくりを優先していか

なければならない、それがまず最初に取り掛からなければならないというふうに思っております。 

そして、次には中長期的にやはり数年後を見据えた中での全ての町民の方々、札弦地域の人達

が活躍できる札弦地域の振興方策を進めていくということになろうかと思いますが、現実的には

同時並行的に進めていかなければならない大きな課題というふうに理解をしております。早急に

自治会の役員との懇談を開催するなど様々なチャンネルを通じながら進め方を相談、協議し方向

性を定めていきたいというふうに考えております。 

このままでは、札弦の地域はもちろんですが、本町そのものにおいても人口の減少と少子高齢

化が一段と進んでおりますので地域や町の存続自体が危ぶまれるそうした強い認識のもとに町も

全力的に参加をする中で地域の皆さんとともに着実に取り組みを進めてまいりたいというふうに

考えております。具体的な展開については、早急にこれから取りまとめをしながら方向性を示し

たいと考えておりますので御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 札弦地区の将来的な長期的な展望を考えた場合に非常に大きな問題であり、難しい問題だと理

解します。住民の皆さんの意見を聞きながら進めていきたいということですが、ぜひとも町長の

リーダーシップを発揮していただきながら先ほども申し上げました、後手後手にならないような

長期的な対策を早急に対策としてとっていただきたい、このように思います。 

続いて、新型コロナウイルスについて御質問したいと思います。この問題は一般質問、そして

予算審議の中でも質疑がされました。まだまだ感染拡大は止まらずＷHＯ世界保健機関はついに

パンデミック、世界的流行であると発表しました。北海道でも非常事態宣言の中、感染者数が 128

名となり全国で最多のままであります。町内でも小売業、飲食店中心に大きな影響が出ています。

先ほどの答弁でも中小業者に対する融資を計画中とのことで３月決算を目前とする今、実効性あ

る対策を早急に行うことを強く要請します。また、学校が休みになったことで町が委託している

スクールバスそして給食が休止になってしまったことで給食食材を納入している業者などにいろ

んな影響が出ていると思います。この点、補償などのお考えがあるのかどうかまずこのことにつ

いてお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 
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○町長（ 引政明君) 

 先ほど前段で札弦地区の地域振興の関係でありますが、先ほども申し上げましたように地区の

皆さんと、早急に懇談の場を設けながら次の対応に入っていきたいと。その中で１回２回では方

向性は定まるものではないというふうに思っておりますので、なるべく早い時期に懇談をし、関

係の皆さんとのいろんな膝を突き合わせた相談をしていければなということで考えておりますの

で、後手後手にまわらないように我々もスピード感を持って取り組んでいきたい。札弦も緑に同

じ考え方で進めていきたいというふうに思っております。 

それから次に、新型コロナウイルスにかかる融資制度の関係と給食業者又は関係の皆さんに対

する支援の考え方でございますが、基本的に緊急融資制度の部分では大きく、先ほどもお話しし

ましたように２つに分けていきたい。 

１つは、３月末の決算期を迎えた、この３月末をどうしのいで行くかという、その緊急特別な

制度を一つ起こしていきたい。それと６月ぐらいになると収束をしてくるだろうと、今の予定で

は思っておりますから、そういう部分に向けた中期的な対応をもう１つ入れていきたい。そして

長期的な部分としては、今の中小企業融資制度を十分に活用して行きたいという考え方でおりま

すのでその中に一人も漏れ落ちることがないように、緊急融資制度の中では対応をしていきたい

というふうに考えている次第でもあります。 

また給食の関係については、今の保育所関係が給食動いておりますので業者そのものは給食業

界の方は動いております。ただ、そこに納品をしている食材関係については当然学校が休みにな

りましたので、食材がぐっと落ちてまいりますが、全体としては賞味期限があるという調味料だ

とか色んな購入の方法がありますので、年間で使う分トータルで月々買っているところではあり

ますけれども、そういう部分については納入業者から昨年同月と同じぐらいの購入を考えていき

たいというふうに考えておりますので、直接的にすぐこの給食が止まったことによって納品部分

の、品物の野菜類だとかそういう物は買いませんけれども、日持ちのする物というのは色々あり

ますから、調味料だとか、そういう部分でしのいでいきたいなと考えている次第でもありまして、

具体的には教育委員会の方で内容を今詰めさせていただいているということでありますので、御

理解をいただきたいと思います。 

スクールバスの関係で、これにつきましても大きな影響が出てまいります。スクールバスは今

現在、斜里のバスと地元の１社、あわせて２社で運営をしていただいているところでありますが、

基本的には固定費については、移動ができませんからそれについてはしっかりと対応していかな

ければならないと考えております。ただ、消耗品の部分については、実際には燃料代とかそうい

うのがありますが、それは、はっきりしていますのでそれ以外の維持費、固定費についてはかか

るものはかかる、そこをしっかりと支援しながら継続ができるような体制を打っていきたいと考

える次第であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 食材の関係は、日持ちのするものを代替に納入して納入金額が落ちないように心掛けていると

いうことですが、多少なりとも影響は出てくると思いますのでそこら辺のサポートもしっかりや
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っていただきたいということと、スクールバスの関係も大きな金額の減少になると思います。そ

こら辺もしっかり業者さんと打ち合わせを密にしていただきながら、抜かりのない対策というこ

とで取り進めていただきたいと思います。 

今回、ウイルスの感染拡大で店頭からマスクとか消毒液が消えました。業務を行う上でマスク、

消毒液が必ず必要となってくる病院とか、介護施設とか町内にも介護施設、沢山働いております

が、現在その介護施設、病院等で十分なマスク・消毒液等が在庫されているのか。そこをまずお

伺いしたい。加えて町としてそれらのものが備蓄されているのか。そこをお伺いしたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま今回のコロナウイルスにおける病院やまた介護施設におけるマスクなどの備蓄の関係

でありますが、清里クリニックにおいては３週間分のマスク、それと清楽園と老健では約１ヶ月

半分のマスクを準備されているということでありまして、長引けばこれらの部分についての購入、

確保をしていかなければならないと思うところであります。 

また、町の部分での防災備品としての備蓄品。この中にも消毒用アルコール、これは町そのも

のも使う分がありますから必ずしもということにはなりませんけれども、次亜塩素酸水、消毒液

でこれが 300ml のもので 10 個。それから４㎘ボトルで１個所有をいたしております。それか

ら使い捨てのポリ手袋、100枚入りのもので３個。それからゴム手袋が同じく 100枚入りのも

ので２個保有しておりますので、万が一不測の事態が生じたそういう企業体が出てきた場合に、

もしも町の方で使う分は確保しなければなりませんけれども、短期間であれば融通することもで

きるかなというふうに考えている次第でもあります。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君 

 

○４番（堀川哲男君) 

 クリニック、介護施設等で残りの分が３週間、また１ヶ月というお話をされましたが、それが

果たして長いのか短いのか十分なのか足りないのか。それは今後の終息状況、拡大状況によって

大きく変わるところではありますけれども、何とかこの分に関しては収束してもらってというこ

とですが、できればそういうところには優先して、今後国の方も動いていって欲しいなと思いま

すが、町の備蓄ですが今聞いた中では圧倒的に少ないなというイメージを残念ながら持ちました。

今回のウイルス感染はある意味で災害に匹敵するものだと考えます。清里町には平成 29 年３月

に清里町地域防災計画、これが策定されていますが今回のようなウイルス感染、伝染病感染等は

想定されていないのが現実です。ウイルス感染や伝染病感染ですとか、これらを災害として捉え

防災計画に加えるべきだとこのように考えます。そして今回不足したマスク・消毒液の他にその

他生理用品などの衛生用品、オムツ、ミルクこのようなものも町として備蓄していく必要がある

のではないかと考えますがこの点いかがでしょうか。 
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○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 災害時におけるそれぞれの備蓄品の関係でありますが、今回のコロナウイルスの関係、基本的

に防災計画の中では災害が発生した状況の中での防災、疫病対策ということでありますので、ち

ょっと内容が色々取り扱いの中で変わってこようかと思いますが、基本的に今回やっているコロ

ナの関係については、新型ウイルス対策等の考えで、以前に新型インフルエンザの条例ができて

おります。その中インフルエンザ等という等がついているもので、それを活用させていただいて、

そこでの対応をしてまいります。その中にもインフルエンザ対策等の行動計画というのがありま

す。それに基づいて蔓延防止策を中心に町民の皆様へのお願い、また学校の休業、そして公共施

設の休会や各種行事、事業等の延期やまた中止という部分をその計画に基づいて発動させていた

だいたというのが状況にあります。 

ただ、それはそれといたしまして、備蓄品の関係においては今御指摘をいただきましたように、

そこまでの部分を想定しなかったものですから備蓄品のマスクはっきり言ってありません。この

災害備品の備蓄の中にはありませんので、今後それらの部分についても整理をしていき、改めて

感染病が発生した時の対応としてのその防災計画の中でやるのが良いのか、先ほど申し上げまし

た、新型インフルエンザ対策等の行動計画の中で実施するのがいいか、結果は同じでありますの

で備蓄品としての処置を考えていきたい。その中にはマスクだとか消毒液だとか、生理用品だと

か全て検討を加えていきたいと考えているところでありますので、今すぐというわけにも物も入

ってきませんので、落ち着いてからしっかりと内容を固めていきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 ただ今、防災計画の見直しというか、追加ということで対応するのか。新型インフルの法律に

よって対応するのかということですが、いずれにしても今回のことを教訓にして手落ちのないよ

うな洗い直しをしていただいて、備蓄しなければならないものは備蓄する。備蓄がしっかりあれ

ば、町民プラス先ほど言いましたような病院、介護施設への融通もできると思いますのでそこら

辺のことをしっかりと検討していただきたい、このように思います。 

次にジャガイモシロシストセンチュウ対策について御質問します。平成 27 年に国内で初めて

網走で確認されたシロシストセンチュウですが、昨年は斜里町で確認され、ついに清里町でも今

年発生が確認されました。国の指導のもと、発生地域にはさまざまな規制がかかります。さまざ

まな規制のもと対策がとられますが、発生地域以外には現時点では何もないのが現状です。 

しかし既に発生している網走、斜里の例を考えると恐らくは他地域にも拡大していくことを想

定していかなきゃならない。拡大していくことを想定して考えるのが普通だと思います。発生の

拡大は輪作体系の崩壊につながり、清里町農業全体に影響を及ぼします。現在頼みの綱は抵抗性

品種のフリアですが、この抵抗性品種についても早くても令和５年度以降、少量の供給からにな

る予定です。いかに現在から抵抗性品種がしっかりと供給されるまでの間、この間に発生拡大を

封じ込めるかが勝負だと考えます。現在発生地域以外で有効な対策としてはネマトリンとかバイ
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デートなどの殺センチュウ剤があります。ＪＡとしても値引き助成などをして追加申し込みを受

けましたが、芋の全面積をカバーできるほどには到底届いておりません。さらなるテコ入れが町

としても必要と感じますが町としての考え方をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 一昨年、網走で発生が確認されたとジャガイモシロシストセンチュウの対応の関係であります。

今委員の方からもご指摘のように、網走で発生しそこだけに止まらず、次々と広がっていくとい

う、これは多分そういう方向になっていくだろう。そういう見方をしておりますし、事実そうし

た形が出てきておりまして、昨年斜里の地域からも発生が確認されました。そして、その大字地

区での全筆調査の中でも新たな発生地が確認されておりますし、また斜里郡３町の農家１圃場の

調査の中でも清里からも発生が確認され、また斜里地域においても各所から出てきているという

状況に相成っているわけでございます。 

 またこれらに対する対応の関係でありますが、発生が確認された地域でこれからとっていく対

応としては、まずは全体的に広がりがどうなっているのか、これを確認しなければならないと。

ここが第１弾のスタートになってまいります。それと、既に発生が確認されている圃場からの土

砂の持ち出しと蔓延防止対策を徹底的にやらなければなりません。それと、検出未満密度までの

低下を一度させなければならないということの対応が進められてこようかと思います。そうした

密度低下に向けた対応については、国の全面的な支援の中で、これは発生圃場についてのみです

けども、実施をすることになりますしその発生をしている圃場の大字地区では全筆調査を行って

いかなければならないというような対応になってこようかというふうに思います。 

そうした中での対応の後に基本的には今議員からもありましたように、やはり輪作体系と寄主

作物と抵抗性品種をいかに組み合わせるかということになろうかと思います。ご案内のように清

里町においても昭和 53 年に当時で言いますとゴールデンネマトーダ、今の通常のジャガイモシ

ストセンチュウが発生をいたしまして、何とか全面的な封じ込めをやろうということで消毒も買

いました。デーデンもやりました、ネマトリンもやりました。バイデートもやりました。どんど

んやりましたけれども現実問題としては食い止まらなかった。毎年少しずつ面積自体は増えてお

ります。ただ、高密度圃場というのはそんなに多く発生をしておりません。というのはやはり抵

抗性品種なり、寄主作物、輪作体系を農業者の皆さんが将来の農地保全、環境保全のために、そ

ういう体系に切り替えてきているということがそういうことになっているのかなと。ただし、残

念なことに馬鈴薯については平均単収はほぼ頭打ちの状態になってきているということですので、

ここを何とか抑えていく必要があるんだろうというふうに思っているところでありまして、やは

り対策は抵抗性品種に切り替えていきながら、そして新しい抗酸性のある抵抗性品種は早く早生

種も晩生種も含めて開発をしてもらうという、そちらの方をやっていかなきゃならないだろうと

いうふうに考えている次第でもございます。 

その中での対応としては我が町１つでやってもなかなか声が届きませんので、当然網走が発生

した時に網走地方での協議会が出来ておりますが、それとは別にやはり地続きの同じ経営形態、

同じ作物内容の斜里郡３町を１つの母体とした協議会を再発足する必要がある。当時ゴールデン

ネマトーダの段階では、たまたま清里が発信源になったわけでありまして、そして普及センター
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も我が町に所在するということの中で、ジャガイモシストセンチュウ対策協議会が起きておりま

す。今もそのものは活動が止まっておりますけども、協議会の形態がありますのでそこをもう一

度起こしながら対応を進めていきたい。その中にはフリアという新しい抵抗性品種、これが令和

５年から一般圃場へ入ってくるということもありますから、早く原原種を地域に回していただい

て、増殖体制を組まなければならない。こういうこともやっていかなければならないというふう

に思っているところでありますし、今なかなか手に入らなくなった非抵抗性の作物の種子の優先

配分についてもやっていかなきゃならないというふうに思っております。 

私としては基本的には薬剤を入れてやってみても、もう１回感受性作物が入ったら元の木阿弥

になりますから、そこのところ気をつけながらやっていかなければならない。密度を１回低下さ

せるためにはいいですが、経常的に入れていくのは少し考えていかなければ、経費がかかるだけ

で終わってしまう可能性があるということも踏まえながら、先ほど申し上げました全体の対応と

した中にどうそういうのを入れながら、組み合わせていけるかという中での対応を進めていけれ

ばというふうに思っているところでもありますので、そんな中でこれから３町と内容を詰めなが

ら協議会の発足と、そしてまた振興局北海道、国に向けての要請を進めていきたいというふうに

考えているところでありますので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。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 先日の伊藤議員からの質問でもありましたように、発生した圃場地域対策だけでは後手後手に

回って拡大が進んでしまう。このような現実が間違いなくあります。発生地域には国の援助もあ

って 10 分の 10 の援助のもと DD かん柱ですとか、抵抗性の緑肥作物ですとか様々な対策はと

られるわけですけどもそこだけの対策では後手後手になってしまう。発生していない地域にどう

やって発生の拡大を抑えていくか。ここの部分は国は面倒見てくれない部分ですので、ここはぜ

ひＪＡ等とも十分に協議をしながらうちの町でできる対策はすぐにとっていかないと拡大が進ん

でいくことになります。 

先ほども言いましたように、有効な手段は今のところ殺センチュウ剤に頼るしかないのが現状

です。輪作体系を何とかジャガイモを蒔かないで他のものを蒔いてという事が理想ですけども、

そうなると作物の作付バランスが大きく崩れて別なところに歪みが出てきます。何とかこの発生

拡大を防ぐためにＪＡとも十分に協議をしていただいて検討しなきゃならないところは検討して

いただきたいと思います。 

加えてですが、必要な対策は畑から土を持ち出さないということ、これが第１になりますがこ

れにはストックポイントを整備して畑の土を持ち出さない対策が１つ考えられます。このストッ

クポイントも積極的に増設していこうという流れがありますし、あと畑からの土の流れ出し、雪

解け水とともに土が道路に流れ込んでしまうとか、雨の度に土がどっと流れ混んでしまう、そこ

を車が通ることによって拡大が進むという現状もあるかと思います。このような流土対策、流れ

る土の対策が重要だと考えますがこの点は道路の形状だとか窪んだところの道路の排水がしっか

りしていなくてそこに土砂が溜まって、さらに水の流れを悪くして土砂が溜まってしまうという

ような現状もあるかと思います。このような流土対策のための道路と排水の改修、このようなも

のも町として考えていかなきゃならないと思うところですが如何でしょうか。 
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○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 蔓延防止対策に対する様々な取り組みの関係でありますが、基本的に蔓延を少しでも抑えてい

くと。ここがまずやらなければならないところでありますから、当然ストックポイントの関係、

また洗浄機の設置これらを含めた中での対応を全体としてやっていく。これらについて今も農協

と様々な対応の検討を加えているところでありまして、具体的な部分が出てきた段階で、これら

についても費用がかかる話にもなってまいりますので国や道の方に要請をしていきたいというふ

うに思っておりますし、当然畑作構造転換事業、またはクラスター事業、色々ありますのでそう

いう部分も活用させていきながら町としてすぐやれる部分については町の対応、そしてまた大き

くなってくると国・道の支援をいただきながら進めていきたいというふうに考えている次第でも

あります。 

次に、飛散防止また畑の湧水の処理の関係でありますが極めて難しいかなというふうに実際問

題としては思っているところでありますが、発生が確認された圃場については、これも完全隔離

の形になりますので、そこからの出入りについては全て防じん処理をし、また洗浄しなければな

らないというふうになっておりますので、町としてもそこの部分での圃場での排水がなしえない

というような部分があれば、道路側溝との兼ね合いを考えながらも、そういう対応をしていきた

い。ただ全町的にはなかなか難しいんでやはり発生圃場からの蔓延は拡大させないという観点の

中で対応できるものについてはやって行きたいというふうに考えているところでありますので、

これらも具体的な対応については農協の方とも各生産者との対応もありますので十分に相談をし

ていきたいなというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 もう１点、土の移動の対策の関係ですが観光客などが畑の中に入り、感染拡大をさせてしまう

可能性が指摘されております。これらの感染拡大を防ぐために立入禁止の看板等も JA も用意し

て斡旋しているところであります。立看板自体は立入禁止ということで、我が土地に入るべから

ず的なことで余り好ましいことではないのかなと思いながらやむを得ず立てているところであり

ますが、一番必要だと思うのはなぜ土地に入ってはいけないのかということを理解してもらうた

めのそういうための啓発が必要なのかと思います。そのようなパンフレットをぜひ作成していた

だいて、もちろん日本語、英語、中国語、韓国語など多言語で外国人観光客もたくさん来られて

おりますので、そして清里町だけではどうしても駄目なことで、清里町だけでなく斜里郡３町、

あるいは斜網地域全体で取り組んでいかなければ効果を上げられないと思います。 

ぜひこれらのパンフレット等を作成していただくように働きかけをしていただいて、ホテルで

すとか道の駅、観光案内所などに置いてもらって手にとってもらう、そのようなパンフレットが

必要なのかなというふうに思いますので、その点の検討と働きかけ等も他町村ともしていただき

たいとこのように思います。この点についていかがでしょうか。 
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○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君 

 

○町長（ 引政明君) 

 特に今のジャガイモシロシストセンチュウでの対応ということもありますけども基本的に圃場

については通常の病害虫の圃場の関係からも、本当は立ち入っていただかないというのは基本で

ありまして私有地に立ち入るというのは本来的には許されない行為になるわけでありますが、た

だ観光客の皆さん通りがかりの皆さん、これだけのすばらしい景観ですから、その中に一緒にな

って観光を楽しみたい、体験を楽しみたいという方もいらっしゃった中で圃場の中に無断で立ち

入るという姿も出てくるわけであります。 

今、御指摘をいただきましたようにこの我が町だけでのパンフレットの作成というよりも現在

の多様の中で網走地域を中心としながら振興局あたりが全体の対応を取りまとめいたしておりま

すのでそこへ働きかけをしながら全体病害虫防除そしてシストセンチュウ対策が一環としてのそ

ういうパンフレットの作成について要請をしてまいりたいなというふうに思っております。こん

な時期でありますので、少しでも蔓延防止の効果が出てくればという思いをいたしている次第で

あります。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 是非よろしくお願いしたいと思います。続きまして、人材育成、人材登用について御質問した

いと思います。清里町の人口が先ほども言いました 3,999 人になってしまいました。人口減少を

少しでも食い止める努力はもちろん必要ではありますが、しかし、全国的に見ても、ある意味人

口減少は仕方ない現象なのかなと理解しております。しかし、怖いのは人口減少と一緒に人材減

少まで起こってしまうこと、これが一番怖いことだと思います。小さな町ほど人の力は重要です。

人材というのは育てるか捕まえてくるか、これらしかないと思います。 

まずは、人材育成。職員のスキルアップ、職員研修については予算審議の中で市町村アカデミ

ー派遣ですとか、外部講師による研修会などでしっかり行っていきたい、このような回答がされ

ました。是非ここもしっかりやっていただきたいことですけども、加えて町民も色々なことを学

び、まちづくりに参画していくことが大切だと考えております。町民向けの講座は現在きよさと

未来塾などもありますが、まちづくり住民大会もなくなってしまい、まちづくりに対して提言で

きる機会も現時点では少なくなりました。 

なかなか面白い取り組みをしている町があるので御紹介したいと思いますが、鳥取県の山あい

の町ですが智頭町という町があります。人口 6,500 人、実はこの町、日本で最も美しい村連合加

盟の町でもあります。この町ではまちづくりを考える百人委員会、このような百人委員会が平成

20年から設置されております。この委員会ですが部会に分かれていまして、商工観光部会ですと

か生活と環境部会、教育文化部会など７つの部会があって、それぞれ７つの部会に所属して住民

が身近で関心の高い課題を話し合い、これを解決するため施策を行政に提案していくという組織

で中高校生も参加されています。ここから出たアイデアが実現された例では森の幼稚園と名づけ
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られて自然を生かした野外活動を通じて子供を育てる森の幼稚園、このようなものがこの百人委

員会から提案されたことが現実に実現されております。そして森の幼稚園に通わせるために、町

に移住してくる人もいるほど町の魅力の１つになっている、このような事例があります。まちづ

くりを企画提案していける職員の研修とそして町民の参画、これらについての考えをお伺いした

いと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの人材育成と人材登用についての御質問でございます。お話のように人材育成、人材

の確保は人材を育成するか、よそから連れてくるかということになるのかなというふうに思って

おります。職員については当然町づくりの職員でありますから、いろんな研修を通じながらスキ

ルアップをしていただいてそういう人材として活躍できるそういう職員を育てていきたいという

ことで、今までも計画に基づいて毎年 60 名から 70 名の職員を研修センター等にも派遣をしな

がら様々な分野での研修をいただいているということでございます。 

また町民の部分については教育委員会の対応になってまいりますが、今おっしゃられたような

様々な講座等も行いながら人材育成に努めてきているところであります。ただ、そういう人材の

中でしからばそれを具体的なまちづくりにどうそれを集約しながら生かしていくかということに、

なかなかこれまた難しい話になってくるのかなと。たまたま智頭町では百人委員会をつくり、部

会に分けてそれぞれの住民発議による、様々な活動の事業を展開されているということでありま

すが、多分その中には、相当強力なリーダーが何人か配置されているというふうに思いますし、

それに対してやはり委員会が全面的な予算を持ちながらある程度配分ができるようなスタイルを

とっているだろうと思います。 

我が町においてもまちづくり推進委員会、ここが中心となって従来は住民大会等の行事も行っ

ていたわけですが、現在はそこが一時中止という形になっております。ただ、予算的な配置の部

分と事業の推進のために、地域活動支援交付金事業を用意しておりまして、そこの審査部隊が清

里町のまちづくり推進委員会が全面的に審査をいただくと。予算の交付なので最後は町長の決裁

が必要ですが委員会審査と決定まではその委員会の中でやっていただいているという、そういう

今までに 10 数年間、約 20 年間の実績があるわけでありまして、そういう中で地域活動事業が

新たな部分として展開がされてくればなという思いでの体制はとっているところであります。 

ただ、具体的なまちづくりに向けた個々の極端に言えば、まちづくり会社みたいなそういう部

分でのところまでにはなかなか至っていないというところも事実でありますので、今後の人材育

成の中にそういう部分を含めた中で、どれだけそこに溶け込んで行けるかも含めて十分検討させ

ていただきたいというふうに思います。それから具体的なまちづくりの部分を含めた教育関係で

の取り組みについては教育長の方から説明をさせます。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 
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 ただいまの人材育成の部分でございます。教育委員会といたしましては、主に社会教育事業の

中で人材育成を行なっておりますけども、少年期、青年期、成人期とあります。少年期、子供た

ちの部分でも小中学校、高校においてもキャリア教育というのが今行われておりまして、そうい

った部分で人材育成に繋がる事業も行っております。また社会教育の中では、わんぱくジュニア

クラブなどにサポーターとして主に入っていくような清里ジュニアリーダークラブという中高生

の組織をして、そういった活動をしたりですとか御承知のとおり、まなびすとの海外派遣研修、

講座的には清里未来塾を実施しております。さらにスポーツ、文化等の部分でということでいき

ますと、指導者を養成する研修への補助ですとかを行っております。 

主にまちづくりということになりますと、やはり社会教育主事が、その事業中心となって色ん

な講座をつくっていくほか、清里未来塾などはただ講師を招いて話を聞くというだけではなく実

際にワークショップ形式で、人数は少人数であっても本当にまちづくりについて真剣に議論する

という、そういった形式を今は取り入れてやっているところでありますし、青年団ですとか女性

団体に対しても社会教育主事が深く関わった中、色んな取り組みをしているところでございます。

そういった部分でそういった素材を教育委員会で研修を重ねていって、そこが先ほど町長がおっ

しゃられたような町おこしに繋がる、そういった人材をつくっていきたいということで従来から

やってきておりますし、実際の現実的に本町において今まちづくりとかにおいて活躍をされてい

る方、こういった方々はやはり青年期から色んな活動をされてきた方、青年団活動とかを一生懸

命されてきた方が、やはりそういったところ現実担っているということになるというふうに思っ

ておりますので、今後におきましても社会教育主事の力を十分発揮してその中で、そういった人

材育成に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 是非、まちづくりに積極的に提言できるような人材の育成、それは職員も含めて町民も含めて

是非力を注いでいただきたいそのように思います。職員の採用につきましては計画的に優秀な人

材を採用していかなければなりませんが、昨年の一般質問でも触れたように保健師ですとか管理

栄養士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士などの資格職の確保が予防医療ですとか

高齢化社会、子育て環境の充実において大変重要になってくる、このように思っております。職

員の採用計画そして資格職の確保について町長はどのような考えをお持ちなのか、ここもお伺い

したいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 職員の採用計画との関係でありますが、御案内のように現在保健師や理学療法士、また栄養士

と様々な資格職について人手不足がございまして、なかなか確保することが困難な状況にありま

す。実は今年度も１人保健師さんがお辞めになられる、これも早くに情報をいただきましたので

それに向けた対応を進めておりましたが、現状としては確保することがなかなか困難であるとい
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うことでもあります。姿としてはやはり高齢化が進んでおりますし、少子化でもあります。そう

した中で住民の皆さんの健康を守るということが極めて重要な課題でもありますから、必要な限

りにおいてはしっかりとした配置をしながら展開をしていきたいというふうに考えているところ

でありますので引き続き、必要な部分についての対応、また全体の中で我が町だけでというわけ

にも参らないところも出てくるかと思いますが、そうした中には自治体間連携とそういうような

ものを考えながらそういう体制がとれるように我々としてもしっかりと対応していきたいという

ふうに考えるところであります。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 資格職の確保は職員定数がどうのこうのという問題ではなく、各種事業を行う上で必要な人材

ですし人的資源でもありますので是非この部分はしっかりと取り組んでいただきたい。また建築

や土木に関する資格職、先ほど教育長も言われました社会教育主事なども含めて資格職の重要性

を認識している、長期的な視点に立った採用に繋げていただきたい、このように思います。 

人材登用の話になりますが、人材登用で言いますと地域おこし協力隊というのが人材登用の中

ではあります。うちの町、地域おこし協力隊をもっとうまく使うべきだとそのように思っている

ところであります。もったいなかった一例をお話しするわけですが、この春、町内で働いていた

若い子が西興部の地域おこし協力隊として採用され引っ越していきます。その子は狩猟免許を持

っていて解体もできます。ジビエ料理なんかも興味を持っていたようで自分の夢を実現するため

清里を去り西興部を受け皿に選びました。個人的な問題ですがどうして清里が受け皿になれなか

ったのかなと、この部分が非常に残念でなりません。 

田舎で起業を目指す若者が夢を実現できる地域おこし協力隊の採用、ここに重点を置いて清里

町は受け皿となるべき、そのように考えます。町職員の人手不足の単なる補填ではなく町民と一

緒にまちづくりを考え、その後起業に繋がるような協力隊の採用を是非していただきたい、この

ように考えますが町長の考えをお伺いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 人材登用としての地域おこし協力隊の採用の関係であります。今前段の部分、西興部の関係に

ついては私どもも承知をしておりませんが、基本的には職員の補充をするための地域おこし協力

隊ではないというふうに私は思っております。 

改めた課題をしっかりと抱えた中で自分の将来、自分の夢を地域でどういうふうにして叶えて

いくかという目的を持った中での職員の採用になってくるというふうに思っているところであり

ます。 

現在も、お一人地域おこし協力隊で活躍をいただいている方もこの令和２年が３年目の最終に

なります。今、清里において果たして起業化できるかどうか色々やっているところでもございま

して地元でなるべく残って起業化をしていただければというようなことで、町としても支援でき



 

268 

るところについては支援をしていきたいと思って、それぞれ相談をいただいているところであり

ますし、また今後においても地域おこし協力隊の関係については可能なものについて、しっかり

とした目的意識を持った中で採用に向けた対応をしていきたい。特に執行方針、予算との関係で

色々あったこともありますけれども、これらの関係についても地域の高齢化を迎えた中でどうい

うような安心した地域づくりに繋げていけるか、そういう目的を持った中での対応をした、そん

な職員採用をしていきたいというふうに考えているところでもありますので、今後とも対応を引

き続きやっ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。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 地域おこし協力隊の話になりました。次年度、高齢者の見守りを中心とした協力隊の採用を考

えているというお話も伺っておりますが、この点もぜひ高齢者の見廻りみたいな言い方悪いです

ね。それのみならず、地域全体のお年寄りのサポートができるサポートを計画できるような仕事

に是非ついていただいて、この町でやりがいのある仕事をしていただいて数年後に清里で起業あ

るいは職員としての採用ということもあるかもしれませんが、満足いく形の中で仕事ができるよ

うなことを是非望みたいと思います。 

また一例になりますが津別町の話ですが津別町は町民と協力隊がお互いにまちづくりに参画し

ている良い例だと思います。空き家改修を行いコワーキングスペースとゲストハウスという地域

の拠点となる新規事業を創出し、その２つの地域拠点から新たなビジネスや移住者が生まれる仕

組みをつくっています。津別町にはこれらの事業の中心にまちづくり株式会社があります。先ほ

ど町長もちらっと触れられましたが清里町でも人材を有効に活用し、まちづくり会社に委ねたら

いかがでしょうか。まちづくりに関わる事業の思い切ったアウトソーシングと言いますか、例え

ば焼酎をはじめとする特産品の開発、販売促進ですとか体験型観光、グリーンツーリズムの商品

化、清里町のＰＲ、情報発信、空き家・空き店舗の有効活用ですとかまちづくりに関する事業は

山ほどあります。現在、町職員でもなかなか手の回らない部分もたくさんあります。是非可能か

可能でないか、なかなか難しい問題はありますけどもまちづくり会社というものも１つ念頭に置

いて人材という面から考えていってはいかがかと思いますがいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

津別町を例に出してのまちづくり株式会社と、創設の関係でありますが基本的にはいろんなや

り方があるんだろうなというふうに思っております。ただ、実際に問題としてやはり相当な強力

なリーダーがいなければ、ただ物だけ作って結果は最後、尻きりとんぼということも考えられる

わけですから、そこに相当な人材を用意しなければならないというふうに思っております。いろ

んな部分での活躍をしてもらえる人方のまずは芽出しを先にやっていった中で、そういう機運を

どういうふうに盛り上げていけるかというところからスタートになるのかなとそして自然発生的
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にそれが起きて自ら立ち上がっていただくと、これが原則になるではないかと町がいくらそこへ

やってみてもそこに携わる多くの方々がそういう認識でなくて町の行政の中だというふうに認識

をされてしまうともうその時点で終わってしまうというふうに思っておりますので、そこら辺の

人材、先ほどのお話でありましたように、まずは人材育成、人材登用そこのところ、そしてそう

いう強力なリーダーとして外部から協力隊とかそういう部分を通じながらいかに引き込んでいく

ことができるかという部分も含めてこれからの課題として十分に認識を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) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 やはりこれからの人口減少社会で町が生き残っていけるかは人材にかかっていると思います。

４千人を切ってしまった清里町が今こそ、人材育成、人材登用に力を入れるべきだと思います。

百人委員会もまちづくり会社も民間に委ねなければならない組織ですが、先ほど町長も言われま

した行政がやってはだめだと。もちろんです。民間に委ねなければならない。しかし、そこまで

の道筋は行政が道筋はある程度つけてあげなければなかなか厳しいところも現実であります。 

是非、行政がつける道筋、ここら辺も検討していただきたいと思います。 

たくさんの課題がありますが、これを乗り越えてピンチをチャンスに変えるピンチャン精神で

頑張っていければと思います。新年度に向けて予算が最大限に有効に使われ、より住みよい清里

町になるよう、そして将来に向けて明るい展望が描ける第６次総合計画が作成されますことを願

いまして質疑を終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 いよいよ令和２年が総合計画の最終の年になります。令和２年中に次の総合計画に向けての計

画づくりに具体的な作業が進められてくるわけであります。今年に入って、本当に大きな出来事

が次から次へと襲って来ております。それでなくても人口が減少し少子高齢化が進んで課題が山

積をしている中に様々な課題が追い打ちをかけるように襲ってきているといっても過言ではない

かなというふうに思っております。 

ただし、そうした中においても本当にいつも言いますように、清里町の町民の皆さんがこの町

に住んでいて良かったと思っていただけるようなそんな幸せを実感できるまちづくりのために今

後とも私を中心にそして職員全体として全力で取り組んでまいる所存でありますので、御理解を

いただきたいというふうに思います。ともに頑張りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 以上で、議案第 15 号、令和２年度清里町一般会計予算から、議案第 21 号、令和２年度清里

町焼酎事業特別会計予算までの各会計予算についての質疑を終結します。 

ここで、11時 10分まで休憩といたします。 
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休憩  午前 11時 00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再開いたします。 

 

   ●日程第３  議案第４号 

○議長（田中誠君)  

日程第３、議案第４号、清里町介護保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」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４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第４号、清里町介護保険条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決され

ました。 

 

   ●日程第４  議案第６号 

○議長（田中誠君)  

日程第４、議案第６号、江南パークゴルフ場設置条例の一部を改正する条例を議題とします。  

これから、討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 

これから、議案第６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第６号、江南パークゴルフ場設置条例の一部を改正する条例は原案のとおり

可決されました。 

 



 

271 

   ●日程第５  議案第７号 

○議長（田中誠君)  

日程第５、議案第７号、道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。 

これから、討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 

これから、議案第７号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第７号、道路占用料徴収条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

   ●日程第６  議案第１５号 

○議長（田中誠君)  

日程第６、議案第 15号、令和２年度清里町一般会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 

これから、議案第 15号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第 15号、令和２年度清里町一般会計予算は原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第７  議案第１６号 

○議長（田中誠君)  

日程第７、議案第 16号、令和２年度清里町介護保険事業特別会計予算を議題とします。 

これから、討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 
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これから、議案第 16号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、議案第 16 号、令和２年度清里町介護保険事業特別会計予算は、原案のとおり可

決されました。 

 

   ●日程第８  議案第１７号 

○議長（田中誠君) 

 日程第８、議案第 17号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算を議題とします。 

これから、討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

討論なしと認めます。 

これから、議案第 17号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって、議案第 17 号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計予算は、原案のとお

り可決されました。 

 

   ●日程第９  議案第１８号 

○議長（田中誠君) 

日程第９、議案第 18号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

これから、討論を行います。 

（「討論なし」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 18号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって、議案第 18 号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり
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可決されました。 

 

   ●日程第１０  議案第１９号 

○議長（田中誠君) 

日程第 10、議案第 19号、令和２年度清里町簡易水道事業特別会計予算を議題とします。 

これから、討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

討論なしと認めます。 

これから、議案第 19号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって、議案第 19 号、令和２年度清里町簡易水道事業特別会計予算は、原案のとおり可

決されました。 

 

   ●日程第１１  議案第２０号 

○議長（田中誠君) 

日程第 11、議案第 20号、令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算を議題とします。 

これから、討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

討論なしと認めます。 

これから、議案第 20号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって議案第 20 号、令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計予算は、原案のとおり

可決されました。 

 

   ●日程第１２  議案第２１号 

○議長（田中誠君) 

日程第 12、議案第 21号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」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 21号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって、議案第 21 号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計予算は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

   ●日程第１３  決議案第１号 

○議長（田中誠君) 

日程第 13、決議案第１号、民族共生の未来を切り開く決議についてを議題とします。 

提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会委員長、池下昇君。 

 

○総務文教常任委員会委員長（池下昇君） 

総務文教常任委員会提出の決議案第１号を説明します。議会提出議案をご覧ください。 

 決議案第１号、民族共生の未来を切り開く決議について。 

本件について、清里町会議規則第 14 条の規定により、別紙のとおり決議を提出するものとす

る。令和２年３月６日提出 清里町議会総務文教常任委員会委員長 池下 昇。 

 次のページをお開きください。読み上げて説明します。 

アイヌ文化の復興・発展の拠点としてウポポイ（民族共生象徴空間）が北海道白老町ポロト湖

畔に、４月 24 日誕生する。先住民族アイヌを主題とした日本初の「国立アイヌ民族博物館」と

「国立民族共生公園」等からなるこの施設は、国では年間来場者 100万人の目標を掲げ、道内に

おいては官民一体となって誘客活動に取り組んでおり、道内各地のアイヌ文化振興の取り組みや

食・観光等の地域の多様な魅力とつながることにより、国内外への総合的な情報発信の強化とな

り、国民理解の促進が大きく期待される。また、北海道を訪れる観光客のさらなる増加は、新た

な産業の創出・既存産業の活性化など相乗効果も期待されるところである。 

 よって、清里町議会は、ウポポイ開設を機に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現が

図られ、北海道が魅力ある大地であり続けるため、清里町民の協力を得て「民族共生の未来を切

り開く」決意をここに表明する。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。 

 

○議長（田中誠君) 
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お諮りします。 

本件については、討論を省略し、採決する事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。 

これから決議案第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって、決議案第 1号、民族共生の未来を切り開く決議については、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。 

ただいま可決されました決議の提出先並びに内容の字句等について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、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

異議なしと認めます。 

したがって、決議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１４  意見案第１号 

○議長（田中誠君) 

日程第 14、意見案第１号、道立網走高等看護学院の存続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、伊藤忠之君。 

 

○産業福祉常任委員会委員長（伊藤忠之君） 

産業福祉常任委員会提出の意見案第１号を説明します。 

意見案第１号、道立網走高等看護学院の存続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。 

令和２年３月 13日提出 清里町議会産業福祉常任委員会委員長 伊藤 忠之。 

次のページをお開きください。読み上げて説明します。 

北海道は、全道的な准看護師養成施設が減少し、さらに入学者数が減少する中、道立網走高等

看護学院についても今後、学生の確保が見込めないとの理由から、令和３年度の学生の募集を停

止するとともに、同年度末をもって網走高等看護学院を廃止する方向性であるとの新聞報道があ

りました。 

 道立網走高等看護学院は、准看護師対象の正看護師養成機関であり、その運営については、准
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看護師を経ずに正看護師を目指す学生が増加するなど、進路の志向や社会状況の変化等に伴い、

現行課程での存続は厳しい状況にあることは理解しております。 

 しかし、医療従事者の地域偏在や看護師の不足は、都市部から離れるほど深刻な問題であり、

斜網地域の自治体におきましても医療従事者、とりわけ看護師の確保は喫緊の課題であります。 

 また、看護師は医療機関だけでなく、介護・福祉の分野においても需要が高まっている職種で

あり、その養成施設が都市部に集中することは、斜網地域の介護・福祉分野にも多大な影響を与

えることになると懸念しております。 

 道立網走高等看護学院の存続は、この地域で看護師を目指す学生にとって、経済的な負担軽減

が図られるとともに、斜網地域における高等学校の進路状況からも需要があると考えております。 

 清里町議会としては、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域にお

ける看護師養成機関は必要不可欠と考えており、道立網走高等看護学院を３年課程の看護師養成

所に転換し、存続することを強く要望するものであります。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。 

 

○議長（田中誠君) 

お諮りします。 

本件については、討論を省略し、採決する事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１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件について、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１号、道立網走高等看護学院の存続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) 

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、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 



 

277 

異議なしと認めます。 

したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については議長に委任することに決定しまし

た。 

 

   ●閉会宣言 

○議長（田中誠君) 

これで、本定例会の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

令和２年第１回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 

 

閉会  午前 11時 29分 

 

 

 

 


