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平成２３年第９回清里町議会定例会会議録（１２月２１日） 
 
平成２３年第９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 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 
    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 
    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 
    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 
    ５番 畠 山 英 樹   
   
２．不応招議員は次のとおりである。 
    なし 
 
３．出席議員は次のとおりである。 
    出席議員は応招議員に同じである。 
 
４．欠席議員は次のとおりである。 
    なし 
 
５．遅刻議員は次のとおりである。 
    なし 
 
６．早退議員は次のとおりである。 
    なし 
 
７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 
    町       長   櫛 引  政 明 
    教 育 委 員 長   二 俣    勝 
    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 
    選 挙 管 理 委 員 長   若 松    明 
    副 町 長   宇 野    充 
    総 務 課 長   島 澤  栄 一 
    町 民 課 長   澤 本  正 弘 
    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 
    産 業 課 長   斉 藤  敏 美 
    建 設 課 長   古 谷  一 夫 
    出 納 室 長   二 瓶  正 規 
    焼酎事業所副所長   松 浦    聡 
    教 育 長   村 上  孝 一 
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    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 
    監査委員事務局長   柏 木  繁 延 
    農業委員会事務局長   斉 藤  敏 美 
    選挙管理委員会事務局長   島 澤  栄 一 
 
８．本会議の書記は次のとおりである。 
    事 務 局 長     柏 木  繁 延 
    主       任   鈴 木  由美子 
 
９．本会議の案件は次のとおりである。 
   議会報告第１号  平成２３年度定例監査の結果について 
   一般質問（２名２件） 
   議案第 ５０号  清里地域資源活用交流促進施設条例の一部を改正する条例 
   議案第 ５１号  清里町税条例等の一部を改正する条例 
   議案第 ５２号  清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 
   議案第 ５３号  緑清荘の指定管理者の指定について 
   議案第 ５４号  清里町管理道路橋梁及び河川の指定管理者の指定について 
   議案第 ５５号  平成２３年度清里町一般会計補正予算（第４号） 
   議案第 ５６号  平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
   議案第 ５７号  平成２３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 ５８号  平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 
   発議第  ６号  議員の派遣について 
   道内所管事務調査報告について（総務文教常任委員会・産業福祉常任委員会） 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 
 ただ今から、平成２３年第９回清里町議会定例会を開会します。 
 ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 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１１８条の規

定により、議長において、３番 勝又武司君、４番 加藤健次君を指名いたします。 

 
●日程第２  会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 
 本件について、議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員会委員長 澤田伸幸君。 
 
○６番（澤田伸幸君） 

 本定例会は一般質問、各会計補正予算など議案件数の内容から判断して、本定例会の会期は、

本日１日間とすることが、適当と思います。以上が議会運営委員会の結果であります。 
 
○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は議会運営委員会の報告どおり、本日１日間にしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 
               （「異議なし」）との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間と決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 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（柏木繁延君） 

 議長諸般の報告４点について、ご報告申し上げます。 

 １点目、議員の派遣状況及び会議・行事等の出席報告についてであります。（１）斜里郡３

町議会連絡協議会について、１２月２日、小清水町で開催され、議長、副議長、両常任委員長

が出席をいたしております。この協議会は、斜里郡３町の正副議長、常任委員長をもって組織
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し、３町に共通する課題等について、調査、研究を行う会議であります。今回は、小清水町か

ら提出された記載の案件等を中心に協議を行いました。その他会議・行事等について、記載の

行事に副議長が出席しておりますので、ご報告申し上げます。 

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

催されておりますので、ご報告申し上げます。 

 ３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２３年１１月分について、３ページのとお

り提出されておりますが、適正であるとの報告でございます。 

 ４点目、平成２３年第９回清里町議会定例会説明員等の報告について。４ページのとおりと

なっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

 以上で、議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 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（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 
 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、町長の一般行政報告について申し上げます。 
 まず、大きな１の主要事業報告でございます。１点目の全国町村長大会でございますが、去

る１１月３０日、東京都ＮＨＫホールで開催されておりまして、藤原全国町村会会長の挨拶の

後に、野田内閣総理大臣他、５名の方々より来賓の挨拶をいただき、また今年は被災地からの

訴えといたしまして、３月１１日発生の東日本大震災により被災されました、南三陸町、飯館

村から被災状況の報告と、全国からの支援に対するお礼、そして復旧・復興に向けた取り組み

と、国の対応等について意見表明が行われております。また、議事といたしましては、記載の

決議、特別決議、意見等につきまして、それぞれ採択を行いまして、内閣府及び各省庁に要請

活動を行ったものでございます、次に２点目の、特旨叙位・特別叙勲についてございます。元

町議会議員 故山中隆男氏に対しまして、去る１０月１１日付けをもちまして、従六位旭日双

光章が受章されております。ここに謹んで報告をさせていただきます。 
 次に２ページをお開き願います。大きな２の主要事業の執行状況でございます。１の議決工

事の進捗状況でございますが、１２月１５日現在における平成２２年度繰越工事進捗状況であ

ります。地域優良賃貸単身住宅建設工事につきましては、記載の工期、種別によりまして、事

業を実施しているものでございまして、進捗状況といたしましては、内装が完了し、各種試験

調整中でございまして、進捗割合は９５パーセントとなってございます。同じく１２月１５日

現在における平成２３年度工事の進捗状況でございます。地域資源活用交流促進施設（札弦地

域）整備工事につきましては、記載の工期、種別により事業を実施しております。進捗状況と

いたしましては、躯体コンクリートの打設が完了いたしまして、外部仕上げの施工中でござい

ます。進捗割合は５０パーセントとなってございます。 
 続きまして、大きな３の主な会議・行事等の報告でございます。自治会長会議につきまして
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は、１２月７日、役場各種委員会室で開催がされております。年末年始における各公共施設の

利用や、当面する事業・行事、冬季間における除雪体制などの周知連絡、また、広報の配付等

の依頼事項につきまして、各課より説明をさせていただいたものでございます。 
 以上を申し上げ、町長の一般行政報告といたします。 
 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

  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（村尾富造君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 村上孝一君。 
 
○教育長（村上孝一君） 
 教育長一般行政報告を申し上げます。 
 大きな１、主要事業報告であります。平成２３年度オホーツク管内市町村教育大会について、

１２月６日、網走市において開催され、教育委員４名が出席をいたしております。内容であり

ますが、研修会並びに教育委員、社会教育委員、体育指導員として長年にわたり教育行政推進

に貢献されました９名の委員の表彰が行われ、本町からは前体育指導委員長の原田博好氏が受

章されました。 
 大きな２、主な会議・行事等の報告であります。１点目、清里高等学校支援連携会議につい

て、１０月３日、教育委員、高校、中学校の校長、教頭が参集し、清里高校の現状や支援策に

ついて意見交換を行いました。２点目、第２０回清里町スポーツフェスティバルについて、１

０月１０日、緑ヶ丘公園を会場に、今年は子供向けの競技も新たに加え、１０６名の参加のも

と実施されました。３点目、網走ブロック高齢者教室リーダー研修会について、１０月１３日、

清里町が当番で開催され、１市４町から高齢者大学等の役員など５２名が参加し、講演、アト

ラクション、実技等などリーダー研修会が実施をされました。４点目、清里中学校公開研究大

会について、１０月１４日、清里中学校において、管内外から教職員、教育関係者６６名が参

加し、公開研究大会が開催されました。清里中学校は、全道的にも先進的な取り組みでありま

すピア・サポート。これは人間関係を作る体験的な学習トレーニングの手法であります。これ

を学習活動に取り入れております。今年は公開授業やピア・サポートの権威者であります、カ

ナダのトレーバー・コール氏を講師に迎え、さらなる充実のため、研鑽を深めたところでござ

います。次のページをお開きください。５点目、社会教育委員兼生涯学習センター運営審議会

委員会会議について、１０月２１日会議が開催され、案件は平成２３年度清里町文化賞・スポ

ーツ賞受賞候補者の選考について審議されました。６点目、第３９回清里町自治会対抗３００

歳バレーボール大会について、１１月２０日、トレーニングセンターにおいて４チーム６０名

が参加して開催されました。７点目、第５５回清里町文化祭について、１２月３日、４日の２
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日間開催され、展示部門は１６団体、個人７名が出展され、今年は新たに作品づくり体験コー

ナーも設けられております。舞台部門では、３部門構成での発表が行われました。また、２日

間を通して延べ１,６００名のご来場をいただき、盛会裏に終了したところでございます。８点

目、平成２３年度清里町文化賞・スポーツ賞授賞式について、１２月４日、文化祭会場におい

て開催され、地域の文化、スポーツの振興に寄与し、また全国、全道大会において活躍されま

した７名の個人、団体に文化賞、スポーツ賞を授与いたしました。９点目、地域提言学習「皆

が笑顔になれる街づくり」について、１２月７日、清里中学校において、第３学年の総合的な

学習時間の一環として、中学生の視点で考えた未来のまちづくりについての提言が行われ、町

長、私が出席をして、発表会が行われました。これは、今年８月から１０班に分かれ、地域に

出て取材、調査などを行い、また修学旅行の札幌での町のＰＲ活動等を通して、提言をまとめ

たもので、子供達の貴重な経験になったと考えております。 
 大きな３、教育委員会の開催状況についてであります。主な内容を申し上げます。第８回教

育委員会は１０月３日に開催され、①清里町教育委員会委員長の選挙について、②清里町教育

委員会委員長の職務代理の指定については、委員長等の任期は法律の定めにより１年となって

おりまして、選挙の結果、委員長には二俣委員、代理には石井委員がそれぞれ再選されており

ます。第９回教育委員会は１１月１日に開催され、案件は①平成２３年度清里町文化賞・スポ

ーツ賞受賞者の決定について、清里町就学指導委員会委員の任命については、欠員の補充を行

ったものでございます。 
 最後に大きな４、その他でございます。全道大会の出場結果について、（１）清里中学校陸

上部、第２９回北海道中学校駅伝競走大会が１０月１６日、深川市で開催され、男子１部には

４５チームが出場いたしましたが、結果は６位入賞と大変良い成績を修めております。次の清

里高等学校でございます。第１２回全道高等学校英語弁論大会が１２月６日、札幌市で開催さ

れ、その前段の管内大会で優勝した、清里高校女子生徒１名が参加をいたしております。結果

は入賞とはなりませんでしたが、ニュージーランド留学の体験を一生懸命発表していたとのこ

とでございます。 
 以上を申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 
 
○議長（村尾富造君） 

これから質疑を行います。 
（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

質疑なしと認めます。 
これで、教育長一般行政報告を終わります。 

 
●日程第６  議会報告第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 議会報告第１号 平成２３年度定例監査の結果についてを議題とします。 
 監査委員の報告を求めます。代表監査委員 篠田恵介君。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君） 
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 それでは、平成２３年度定例監査の結果について、ご報告させていただきます。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により定例監査を実施したので、同条第９項の規定によ

り監査結果に関する報告書を提出いたします。 

 １、監査の期間 平成２３年１０月２４日から２８日まで行っております。 

 ２、監査の対象 平成２３年９月３０日現在の一般会計及び特別会計における（１）予算の

執行状況、（２）事業の執行状況、（３）財産の管理状況、（４）その他について対象として

おります。 

 ３、監査を行った部局等 町長部局及び各委員会等について行っております。 

 ４、提出を求めた資料等 （１）各会計の予算執行状況に関する調書から表記の（１０）そ

の他必要に応じ提出を求めた書類について、資料の提出を求めております。 

 次のページにまいりまして、５、監査の結果、(１)予算の執行状況 ①監査の方法 一般会

計及び各特別会計に係る歳入歳出予算の執行状況に関する資料の提出を求め、担当者から資料

説明、内容等の聴取、また関係書類の確認等により監査を実施した。②監査の結果 各会計に

おける予算の執行状況については、別表のとおりでございまして、計画に基づき全般的に概ね

適正に処理、実行されていることを認める。（２）事業の執行状況及び契約の事務処理 ①監

査の方法 事業の執行状況については、各課より工事等実施状況調書の提出を求め、各種工事、

物品購入、委託事業などの２１８事業のうち、抽出により３８事業について監査を実施した。

監査の実施に当たっては、事業概要、契約書、完成写真等の関係書類の提出を求め、必要に応

じて所管課から説明を受けた。また、清掃センター壁面補修工事、地域優良賃貸単身住宅、生

涯学習センター修繕事業については、実施監査を行っております。②監査の結果 事業の執行

状況は、それぞれの工事等の実施計画、工事工程表に基づき、予定どおりの進捗状況である。

また、契約等の事務処理に当たっては、財務規則等法令に基づき執行されており、全般的に概

ね適正と認める。（３）清里町補助金交付規則に基づき交付された補助金、交付金の執行状況 

①監査の方法 各種補助金の執行状況について、所管課より支出された補助金の申請書類、一

部中間決算状況について提出を求め、所管課からの説明を受けた。②監査の結果 「町は、補

助事業の目的及び内容が法令・条例等に適合し、かつ地域振興及び公共の福祉向上に寄与する

等公益上必要があると認めたときには、その経費の一部につき、予算の範囲内において補助金

を交付することができる。また、町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要がある

と認めた時には、補助事業者に対して補助事業の遂行状況に関し報告を求め、又は、当該職員

に調査させることができる。」としており、補助事業者による補助事業の執行状況等について

掌握することを明記している。提出された補助金関係の書類による監査の結果、一部団体に不

適切な会計処理が見られたものもあり、今後とも、清里町補助金等交付規則取扱要綱について、

行政内部・補助事業者に周知徹底を図る必要がある。（４）その他の監査 ①監査の方法 公

金の取り扱いについて、出納室、札弦支所、緑支所に出向き実地監査を行った。②監査の結果 

支所等の公金の取り扱いは正確であり、事務処理についても概ね適正になされている。次のペ

ージの６．総括 予算の執行及び事務処理については、法令・条例等に沿い、概ね適正に執行

されていると認められた。益々厳しくなる地方財政環境において、限られた財源の効率的な執

行は、今日の行政に与えられた大きな課題とも言える。行政の最前線にいる職員の、不断の努

力に敬意を表するとともに、各種事業の執行に当たっては、効率的、効果的な行政運営を期待

する。なお、監査の中での軽微な事項については、担当者にその都度指示しているところであ
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り、今後の事務執行に当たって改善対応されたい。 
 以上で、定例監査の結果についてのご報告を終わります。 
 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、議会報告第１号 平成２３年度定例監査の結果についてを終わります。 

 

●日程第７  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 一般質問を行います。 

 順次発言を許します。村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 事前に通告しております、清里町の空き家対策について、（１）町内における空き家の実態

について、（２）防火・防犯対策について、（３）景観を害する空き家の処理に対する支援制

度について伺いたいと思います。 

 去る１２月１２日付の読売新聞の報道の中で、全国的に空き家条例を設ける自治体が増えて

いるが、滝川市で道内ではめずらしいわけでありますが、本町においては空き家が何棟あるの

か。また、札弦町、緑町、農家を入れて何棟になるのか伺いたいと思います。また、誰も住ん

でいない空き家から不審火が出ないとも限りません。今後、空き家の処理にどのような考えで

対処、指導されるのか伺いたいと思います。また、建設基準法では危険な建物の所有者に対し、

撤去を命ずることはできても、それ以上の規定はありません。清里町として空き家の条例化を

制定する考えはないのか伺いたいと思います。また、町長は町政執行方針の中に基本計画とし

て、特に清里地区商店街の空き家店舗対策とにぎわい再生対策の推進、札弦・緑地区の空き家

対策の検討推進などありますが、その後、進行発展されておられるのか伺いたいと思います。 

 以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問をいただきました、清里町内における空き家対策についてお答えを申し上げま

す。 

 まず１点目の、町内における空き家の実態についてでございます。消防の防火査察時におけ

る調査結果によりますと、清里町内における空き家の件数でありますが、まず、清里地区で５

７件、札弦地区で３４件、緑地区で２６件でありまして、合計で１１７件と報告をされており

ます。 
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 但し、これらの空き家については、現在居住されていない住宅としての件数でありまして、

仕事や入院などによって一時的、また期間的に家を空けているもの、こうしたものも含まれて

おりますので、居住の予定のない完全な空き家としては、もう少し件数が少ないものと認識を

いたしている次第でございます。 

 また、近年は少子高齢化や人口の減少により、そういう影響もありまして、空き家の件数は

増加傾向にあるというふうに考えております。 

 次に、２点目の、防火・防犯対策についてでございます。住宅に対する防火対策といたしま

しては、年２回、火災予防運動期間中に一般住宅の防火査察を実施しておりまして、消防法及

び斜里地区消防組合火災予防条例に基づく空き家などで、火災の危険性が見受けられる住宅の

所有者、また管理者に対しまして、防火管理の指導を行っているところでございます。 

 また、近年における空き家の防火査察では、件数が増加しておりますので、防火上危険家屋

と判断されるような空き家の調査は今後とも継続して実施をしてまいりますし、また、所有者

及び管理者に対して防火管理上の指導などを徹底的に積極的に実施してまいりたいと存じてお

ります。 

防犯対策につきましては、清里町内の駐在所により実施されております防犯パトロール、交通

安全・防犯協会などが実施しております自主防犯パトロールなどによりまして、多くの皆様の

協力をいただき、地域安全運動に取り組んでいるところでございます。斜里警察署によります

と、清里町内におきます空き家での防犯の発生の事案については、現在までは生じていないと

いうことでございますが、今後とも、斜里警察署並びに関係団体との連携を図りながら、防犯

パトロール等の活動を引き続き行い、「安全で安心なまちづくり」を目指してまいりたいと存

じます。 

 次に３点目の、景観を害する空き家等の処理への支援制度の関係でございます。空き家につ

きましては、生活環境や景観の悪化につながるばかりでなくて、特に老朽化した家屋は倒壊の

危険もありまして、所有者の適切な管理が望まれているところでございます。 

個人所有の空き家の取り壊しは、基本的には所有者が自ら解決する課題でございます。しかし

ながら、経済的な理由などで所有者が管理を放棄している物件も見受けられるところでもござ

います。なお、先ほどありましたように建築基準法では、所有者への取り壊しの命令、撤去の

命令、また行政代執行を行うことが可能となってございますが、現実には所有者の特定や権利

関係の整理、そうしたものを適用するまでに相当の期間を要するようでありまして、またさら

に、そうした費用にかかりましても、実質的に所有者から費用を回収すること、こういう課題

なども多く抱えているのが現状であります。そうして、こういうことを課題として多くの自治

体も対策に苦慮しているというのが実態かと思われます。こんなようなことから、空き家等の

処理の支援制度につきましては、町の財政的な面もありますし、また、先ほど申し上げました

個人所有の財産であるというようなことから、家屋の撤去費用等について公費で負担するなど

についての課題も多くありますので、慎重に検討をさせていただきたいと存じております。 

 また、条例等の関係であります。先の報道によりますと、一部市の中で老朽家屋に対する撤

去、または撤廃の条例等の義務・責務、そういうものを課したものが見受けられておりますが、

基本的には老朽化が著しく恐れのある放置された空き家、これは清里町の中では空き家として

はたくさんありますが、そうした老朽化したものが限られておりますので、これらの関係につ

きましてはそうした条例での規制義務を課すことではなくて、適切な管理をしてもらえるよう
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に、所有者に対しての管理指導で対応していきたいというふうに考えておりますので、ご理解

をいただきたいというふうに思います。 

 また、新店舗等の出店の関係でございます。具体的には店舗の空き家を活用した新店舗の出

店という部分での支援対策でありますが、清里市街地におきましてこの１２月１日から新たに

新装開店をいたしましたお店が空き店舗活用の中で１軒増えてございますし、また、それ以外

にも情報といたしましては、今そうした部分で活用を探っているということもお聞きをいたし

ておりますので、今後新たなそういう空き店舗に対する活用が増えてくるものと期待をいたし

ている次第でございます。 

 以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 それでは、再質問をさせていただきたいと思います。この空き家に対してですね、町として

個人的に所有者に対し、固定資産税とかそういう請求をですね、どのような形で義務付けをな

さって処理されているのか、まずこれを伺っておきたいと思います。 

 これは、事実あった例を一つ申し上げておきたいと思いますが、清里に６０年間以上住んで

いた方が、都合で札幌の方に移転をされました。その家はもう空き家となり、早急に解体をさ

れたのでありますが、実は、隣に住んでいる住民はですね、まず、家が解体されたことによっ

て火災の心配はなくなったと。また、景観も良くなったと。大変喜んでいるところであります。

この町としてですね、空き家の処理に対する支援方策としてはですね、何か考えておられるの

か、まずこの点について伺いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の２点の質問でございますが、まず１点目の固定資産税等の課税の関係でございます。

基本的には空き家であってもそのものが現存する状況の中では固定資産税が賦課されてござい

ます。解体がされますと当然物件がなくなりますので、課税はされないということになります

が、老朽化した建物であってもですね、壁、屋根等居住に耐え得るというようなものについて

は課税の対象になっているということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。それ

から、そうした物件に対する取り壊し等の支援の関係でございます。先ほども申し上げました

ように、あくまでも個人財産としての所有でございます。基本的にはそういう所有者の責任に

おいてですね、物件を整理していただくというのが基本かというふうに思いますが、全国的に

取り扱いが苦慮されているところでありまして、その中でもですね、その空き家を活用すると

いうようなことで、移住定住用の住宅に登録をしてもらって、一部内装をですね、改修・改善

するための一部の支援をしながら新たな活用を求めているというようなところもあるようでご

ざいます。ただ、これらについても権利等の調整がかなりいろんな面で出てくるというような
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こともございますので、慎重に扱っていかなきゃならないなというふうにも思っております。 

 また、もう一つはですね、例といたしまして家屋並びに土地をですね、町、行政に寄付をし

て、かつ、それで寄付を受けた土地の家屋を行政が取り壊し、地域でその部分を全体として活

用して行くというような政策を打ち出しているところもあるようでございますが、これらにつ

いても、全てがそういうような対象ではなくて、町が本来的にそこにそういう土地が必要だと

判断をした上での話ということで、全部条件がついているようでございますので、単純に古く

なった住宅、また空き家等について、自分で取り壊しできないから行政が取り壊しを代わりに

やっていただきたいと、こういうような形にはなっていないのが実情でありますので、こうし

た部分も含めながら慎重に対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ただ今、内容のこもった答弁をされておりますので、一問一答方式という形を今採用されて

おりますけれども、質問、答弁を繰り返しするのも何ですから、内容的に答弁が私は納得でき

る答弁だったと解釈いたしますので、この事案について十分に検討されていただくよう要望し

て、質問を終わりたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、村島健二君の質問を終わります。 

 次に、澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 通告にしたがいまして、一般質問をしたいと思います。 

 町有林の管理についてということで、質問させてもらうわけですが、平成１５年６月から１

９年２月までの間、産業福祉常任委員会所管事務調査ということで４年間、５項目にわたった

中で調査した中で、町有林の育成管理及び活用というまとめを１９年２月にしているわけなん

ですけれども、その一部をちょっと発表したいと思います。現状と課題ということで、本町が

所有する森林面積は２９３ヘクタールとなっており、町の財産として水源涵養、災害防止、自

然環境保全などの面で町の発展に大きく寄与したわけでございます。これまでは、施業計画に

より間伐等の管理を行ってきたわけですが、中にはすでに伐期を迎え更新しなければならない

団地もあり、早急に整備計画を樹立する必要に迫られていたわけです。こういった状況の中で、

１６年８月から町有林管理計画が策定されまして、平成１６年から２５年までの１０年間、５

年ごとの見直しということで、計画に基づき施業を行うということで始まりました。木材の価

格の低迷が続き、除間伐はもちろん、皆伐しても収益が出ない状況で、再生産するための投資

が難しい状況にあります。さらに、将来に向けての造林についても経済性・土壌条件・気象条

件などを考慮して樹種を選択しなければならず、難しい問題を抱えております。森林・林業企

業は存亡の危機にも立っているという現状でありました。町有林の施業が本町の林業・林産業

の振興と林業労働者の雇用につながる事業量ではないということで、委員会のまとめとしては、
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すでに伐期が到来している団地があり、伐採を急がなければならない所もあるが、木材価格の

推移や森林の有する多面的な機能の維持増進を考慮しながら計画した施業を継続実施すること

が望まれ、また、町内外の林業・林産業の景気動向は思いのほか厳しく、明るい兆しが見えな

い状況であり、このような状況の中で、行政が町有林の施業を計画的に行うことにより、本町

の林業・林産業の振興、そして林業労働者の雇用の場の確保に少しでもつながるとするならば、

事業の収益性が低いとしても施業を継続すべきという、委員会のまとめが１９年２月に出まし

た。 

 そんな中で、経過の中で今回、１つ目の質問としまして、清里町の森林は昭和１８年の分村

により財産の形成と国有林の買収、植林によりまして、２９３ヘクタールの面積を有している

わけでありますが、町としては平成１６年から２５年までの町有林管理の現時点での進捗状況

についてをお伺いしたいと思います。 

 ２つ目に、先の１２月１２日の委員会で町有林管理計画見直しを発表されましたが、基本的

な考え方についてお伺いしたいと思います。 

 ３番目として、すでに伐期を迎えた立木の活用、有利販売につながる方策があればお伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、ただ今ご質問をいただきました、町有林の管理についてお答えをいたします。 

 まず１点目の、平成１６年から平成２５年までの１０年間の町有林管理計画の現時点での進

捗状況についてでございます。現在の町有林管理計画につきましては、平成１６年から２５年

までの１０ヵ年計画として策定をいたしまして、現在それに基づき推進をしているところでご

ざいます。また、平成２０年には多様な木材需要に対応できるように長伐期施業による大径木

を目指すことといたしまして、また、かつ、環境保全などに配慮した計画としての中間見直し

を行っておりまして、各年度における新植、下刈り、除間伐事業などにつきましても林分調査

や生育調査、さらには木材市況などの状況を判断しながら実施することとしてきたところでご

ざいます。現在の町有林の総面積につきましては、２９４ヘクタールでございます。その内、

木材生産のための経済林としての面積につきましては２２５ヘクタールございまして、残りの

６９ヘクタールは水源涵養林、防風林、保安林などの環境保全林となってございます。経済林

の内訳でありますが、カラマツ林が１６５ヘクタール、トドマツ林が５０ヘクタール、針葉樹

と広葉樹などの混合林が１０ヘクタールとなってございます。次に最も多いカラマツ林の林齢

ごとの内訳でございますが、６０年と６１林齢が６５ヘクタールございます。また、５０年以

上６０年未満の林齢が１３ヘクタール、４０年以上５０年未満の林齢が６８ヘクタール、４０

林齢以下のものが１０ヘクタールと、こういう内訳となってございます。 

 町有林管理計画における現在までの進捗状況でございますが、皆伐につきましては計画５ヘ

クタールに対しまして８ヘクタール、新植は計画４５ヘクタールに対しまして２１ヘクタール、

下刈りにつきましては計画１３０ヘクタールに対しまして５２ヘクタール、間伐・除間伐につ

きましては計画９１ヘクタールに対しまして７５ヘクタールとなってございます。特に下刈り、
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また除間伐事業の施業実績については計画面積より大きく下回っているところでございますが、

下刈事業につきましては新植苗木の生育状況とあわせて実施をするものでございまして、当初

計画では最長の５年間を予定しておりましたが、その後の生育状況が極めて良いということも

ありまして下刈事業期間を３年間で終了させたというようなことで大きく下回っているところ

でございます。また、除間伐事業につきましても事前の林分調査の結果によりまして、高年樹

への施業を変更したもの、また施業が不要になったもの、そういう林分が生じてございますの

でこうした結果、計画が下回ったというところでございます。基本的には町有林管理計画に基

づいて平成２５年までの最終年度を目標として進めてきておりますので、まだその期間内だと

いうことも一つの原因かなというふうに思っております。 

 続きまして２点目の、計画見直しの基本的な考え方でございます。旧３０林班、現在の青葉

町有林の植付け作業に関わりました多くの町民の皆さんの思いを受け継ぎながら、貴重な町有

財産を次の世代を担う子ども達のために、そして町の発展のために最も効果的に効率的に活用

していかなければならないと、そういう認識のもとに進めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。こうしたためには町有林の現状を十分に調査の上、森林の持つ木材生産機能と多面

的な環境保全機能が十分に発揮されるように、中長期的な展望に立った町有林管理計画を策定

をしてまいる所存でございます。現在の町有林管理計画につきましては、先ほど来申し上げて

おりますように、平成２５年が最終年度とする計画でございますが、この計画を１年早めて２

４年で終了させ、２５年を初年度とする平成２９年までの新たな５ヵ年計画として、平成２４

年１２月までに道森連、そしてオホーツク総合振興局の東部森林室などのご指導ご意見等をい

ただき、かつ、所管の常任委員会とも十分協議のもとに今後策定作業を進めていきたいという

ふうに考えてございます。 

 続きまして３点目の、伐期を迎えた立木の活用についてでございます。基本的には６０年林

齢を超える立木を中心としながら平成２５年からの新たな町有林管理計画に基づき、木材市況

や自然環境に配慮しつつ伐開等の作業を進めてまいりたいというふうに考えておりまして、そ

うした計画内容になるように進めてまいります。また、新植、下刈り、除伐、間伐などの各造

林事業につきましては計画年度における十分な調査点検の上に、さらに慎重に実施をしてまい

る所存でございます。カラマツ材の活用につきましては直径が３０センチメートルを超える大

径木につきましては、現在製材及び梱包材、パレット材、ラミナ材、このラミナ材というのは

集成材の元になる材料のことを言います。そして合板の芯材として加工される割合が高くなっ

ておりますが、それ以下の中小径木につきましては集成材、チップ材としての利用割合が高く

なっておりまして、収益性につきましても一般的には大径木の方が高くなっているのが現状で

ございます。参考までに町内の木材工場での生産の状況でありますが、カラマツの梱包材、パ

レット材、ラミナ材を中心に道森連や各企業からの受注により生産をしていると伺っていると

ころでございまして、柱や板などの住宅建築資材としての生産、また集成材、チップ、オガな

どの加工は行っていないということでございます。既存の生産設備につきましても、小口径が

４０センチメートルまでの原木を加工する機械での操業でございまして、それ以上になる大径

木については加工できないと、物理的に加工できないということでございます。現状ではカラ

マツの大径木の流通が極めて少ないということと、かつ、住宅建材としての柱や、また板とし

ての活用実績も少ないということもありまして、製材として生産している工場は全道的にも数

件しかないと。これについてもそれを専門にやるのではなくて、受注でやっているという特別
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な加工になっているということでもございます。 

 以上申し上げまして、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 町長の１６年から２５年までの１０年間の計画の一部見直しということで１年早めてという

ことで、今までの進捗状況ですが概ね計画どおりということですけど、伐期を迎えたものは木

材情勢が悪いということで計画どおり進んでいないのかなということで、最近、震災だとかそ

ういう関係で需要が増えてきたのかと思いますけど、カラマツが清里町の町有林としては大半

を占めるわけで、昔は柱でも何でも使えるんじゃないかということで町の財産としてすごく重

要視されていたんですけど、一時無用な長物になってしまったようですけど、財産として伐期

を迎えたものを有利に販売していかなければ、町の財産として厳しい現状になるのではないか

と思います。そんな中で有利な今後の販売方法というものを、伐期を迎えたものの販売の方策

について、今までの伐期、販売の状況を見ていますと、入札なんですけど、一般民間手法とは

違って、予算を立ててそして調査をしてもらって見積りを出して販売して、という方法が、手

法がちょっと分からないんですけども、その販売方法の町の方法について詳しく説明していた

だきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問でありますが、まず１点目の伐期が来ている材についての利活用の関係でご

ざいます。先ほども申し上げましたように、現在、清里町内の工場、他の工場も大体同じよう

な形態だというように聞いておりますが、現実的に６０年を超えるような大径木、これらの関

係についても、製材と建築用製材ですね。床だとか柱。これらの関係については先ほども言い

ましたが極めて流通が少ないと。また、在来での建築工法が今はかなり減ってきておりますの

で、そういう面からおいてもですね、住宅メーカーも新たな手法での建築手法でありますので、

そこに使われている材としてやっぱりカラマツはまだ普及されていないと。具体的にですね。

そういうような実態にあるとのことでありますから、当然生産する企業はその動向を見ながら

生産をしていくということで、本町においてはそれらの生産は一切しておりません。 

 また、そういうようなことから、輸出用の梱包材だとか断熱材、パレット材、こういうもの

を中心に生産がされておりまして、それ以上の部分についてはですね、集成材の原木として適

用していると。それで、集成材についても管内的には数箇所しか合板、集成材をやっていない

というような状況でありまして、分業しながら原木を原料として供給するところと、それを組

み合わせて加工、生産していると、そういう工場で役割分担しながらやっているというような

お話をいただいているところであります。 

 基本的にこの町有林が造成した段階、早い段階では、まだ炭鉱産業が大きく機能していた時
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代でございまして、間伐、除間伐材については、坑木としてですね、それだけでも十分に採算

が取れるという時代があったようでありますが、現在は炭鉱がほとんど日本国内から消えたわ

けでありまして、そうした需要が一切見込まれておりません。当時、最初考えたのは坑木でど

んどん間伐をしながら最終に持って行くという計画だったみたいでありますが、現状としては

そういう利用が無くなったという中で、大径木までの生育を見ながら梱包材やパレット材、ま

た、最終的に製材になればという思いで今管理をしてきているところでございます。そしてま

た、平成２０年に中間の見直しを行っておりますので、その時に長伐期施業計画としての見直

しを行ったということでございまして、計画的に皆伐の面積は計画で５ヘクタールということ

ですから、その計画にとっては順調に来ているかなと。ただ、ご指摘をいただきましたように、

６０年を超えるような大径木の山としては６５ヘクタール程度持っておりますので、それらを

今後ですね、適切な時期に管理をしていかなければならないというふうに考えているところで

ありまして、それらの内容についても次の新しい計画の中で方向性を示していきたいというふ

うに考えているところであります。 

 それから２点目の、販売に対する会計上の関係でございます。基本的に行政の会計につきま

しては、地方自治法でその取扱いがすべて決まってございます。歳計予算主義ということであ

りまして、歳入は歳入、歳出は歳出としての分類をしていかなければなりませんので、歳入歳

出合わせて相殺をした中での処理をするということは、特殊な場合を除いて認められておりま

せん。したがって、従来から町においては工事としての歳出は歳出として工事として契約をさ

せていただいて、契約に基づいて実施をいたしておりますし、また、そこから生産されました

原木につきましては、歳入財源として歳入の見積り、また入札をしながら事業を行うというこ

とでありますので、これらについてのご理解をよろしくお願いを申し上げたいというふうに思

います。 

 以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 それでは、今後大体６０年過ぎのものを５ヘクタールぐらいずつ伐採していくというような

大体の方向で。１０年ちょっとかかって６０年が７０年ということですね。 

 それと、販売方法ですが、民間手法と言って認識は無かったので、地方自治法で決まってい

るということであれば、特別に清里だけが民間手法というわけにはいかないということなんで。

民間手法で我々が考えているのはそう思ったもので、それは訂正することはできないというこ

とですね。 

 梱包材、パレット材ということで、地元にも木材会社も限定されるわけなんですけど、将来

的に国有林の払い下げも受けながら、集成材は全道で工場は数箇所しかないということですが、

やっぱり地元でせっかくですから地元で取れる材を地元の住宅だとかに使っていくことが、愛

着というか、色んな面で良いことではないかと思いますが、町の林業関係の会社にも支援、色

んな形で支援しているわけなんですけど、トップレベルで林業会社と町長と、行政対応という

ことで町長の手腕ということで、是非、集成材の工場なんかを地元でやれないものか、その一
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つの林業の町でありながら、農業が主なんですけども、せっかくですから地元の材を集成材に

向けて利用価値の高いものに地元企業の要請と言うか、雇用の確保につながるのではないかと

思うので、粘り強く対応していってもらいたいなと思います。特に、札弦地区に工場があるわ

けなんですけど、札弦の小学校も改築と言うか、耐震補強をするんですけど、そんな中で児童

の減少だとかそういうものの地区の活性化のためにも林業の振興を是非力強く町長の手腕を発

揮していただきたいなと思いますが、その辺お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の３点について、お答えを申し上げたいと思います。まず、先ほど申し上げました公

会計の関係については、そういうことで地方自治法上の定めがございますので、ご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

 それから、新しい計画におけれる伐開の考え方でありますが、基本的に伐期齢を迎えており

ます６０林齢を超えた山については、計画的に進めていきたいというふうに考えておりますし、

また、当然採算性を考えながらやらなければなりませんので、市況の状況等も当然踏まえてま

いりますが、それと一定のボリュームが無ければ、あまり小さいと経費の方ばかり掛かってし

まって、実際精査して見たらそれ以下になってしまうと困りますので、そこら辺の状況を見な

がら一定の規模を確保しながらやっていかなければならないというふうに考えているところで

ございます。 

 それから３点目の、せっかく生産される材を地元で何とか有効活用、付加価値を高める方法、

そして企業の育成等を含めて考え方は無いかというようなことでございますが、現状において

は地元の工場にあって、梱包材、パレット材、ラミナ材、この３つが中心材として、これも企

業からの、そしてまた道森連からの数量要望に基づいて生産しているということでございます

ので、当面はこの状況を見ていかなきゃならないのかなというふうに思っておりますが、新た

にこれからの需要としてはカラマツ材の大径木がもうそろそろ各所からも大量に出てくる時期

になるんだろうというふうに思っております。そうなれば、今は住宅用の建材としては極めて

少ない需要だということでありますが、そうした新たな活用と言いますか、そういうようなも

のが研究開発される可能性は十分にあるのかなというふうに思っておりますので、これらの状

況も見ながら、そしてまた当然採算性だとか流通、需要の関係がありますから、そこら辺を見

ながら地元の生産されている企業などとも十分検討させていただきたいなというふうに思って

おります。本当に、地元でせっかく出る材ですから、地元の中でそういうものが十分に活用さ

れながら、さらに付加価値が付いた製品として外部に出荷をされることが最も好ましいわけで

ありますが、いずれにしろ、企業との連携が十分取っていかなければならない課題だなという

ふうに考えておりますので、そういうような中で今後も進めていきたいと。当然それらの状況

がですね、変化をするようであれば、また委員会の方とも慎重に協議をさせていただきながら

進めてまいる所存でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上で終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 現状では利用範囲が限られるということでなかなか難しいんですけど、総合計画でも謳われ

ていましたけど、地域森林資源の地元活用ということで、新しく分譲住宅になる新町の住宅材

料にでも使えるのかなと思って期待はしていたんですけど、集成材という形でよそに町有林の

木を委託して集成材にしてもらっても、また高いものになってかえってコストアップになっち

ゃうのかなと。地元活用の促進ということを謳われていたんですけど、なかなかその、トドだ

とかそういうものは使えるのかなと思いますけど、カラマツでは無理だということで、なかな

か総合計画のとおりにいかないのかなという。今後の課題だと思いますけど。国でも平成２１

年から「森林林業再生プラン」ということで、いろいろな施策が図られていると思いますけど、

民間、町有林、そういうプランにうまく乗って、今ある森林を有効に将来的に町民の財産とし

て有効に活用できないかなということしか、畑になるわけでないですし、自然を守って自然体

系を崩さないことも一つの役目でないかなと思います。 

 今後皆伐した後、またカラマツが新しい用途で付加価値が高まってくれれば良いんですけど、

同じようにまたカラマツを植えて６０年後を待つとなると、次の次の世代になると思うんです

けど、新植の植種の選び方も今後よそに先駆けて清里独自で何か新しい雑木にしていくとか、

方法を考えていかなければ、カラマツでは将来性が無いのかなと。雑木と言えばドングリ、ナ

ラの木ですか。そういうものも自然体系の中では雑木は良いようなので、その新植の植種の選

び方も今後計画の中で織り込んでいただきたいと思います。 

 地元の活性と木材関係がより一層発展することと、少しでも有利に販売できる方法を考えて

いただいて、議会にも相談いただきながら、せっかく先祖が期待をもって植えてくれたものを

無にしないようにしていただきたいと思います。採算の合うように、赤字にならないように努

力願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のご質問でございます。私としてもですね、せっかく生産されるそういう地元材を有

効に活用できて、また、有利販売ができるというようなのが最も好ましいというふうに考えて

おりますし、また、当時この町有林に関わって来られました多くの町民の思いも大事にしてい

かなければならないなというふうに考えているところでございます。そうした中で、今後の町

有林の管理計画の中になってこようかと思いますけれども、現在、今までのカラマツを中心に

人工林が構成をされてきた状況にございます。当時は、昔は先ほど言った坑木の用途がすごく

あったということでしたが、今はそうでなくて、だいぶん様相が変わってきております。学説

では単層林より雑木などの複層林の方が良いという、そういうものも山としての考え方はある

ようでありますが、ただ、生産木としてやるとなればある程度樹種が統一されなければ効率性

が悪いというようなこともありまして、それぞれの年に増林したりしている中ではですね、森

林指導を受けてやるわけですが、どうしてもやっぱりカラマツという今の中ではですね、カラ
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マツが良いという形で今日まで至っているわけであります。今後の中でもそうした部分を含め

ながら、さらに雑木など、または複層林、混交林、これらについてもどう扱っていけるのか、

十分に検討させていただきたいというふうに思っております。 

 基本的には先ほどお話をいただきましたように、有利な方法で、また身近なところで活用が

できるというのが最も好ましいというふうに考えておりますが、残念ながら今の状況の中では、

住宅用建材としての流通が極めて少ないというようなこともありまして、本来であれば清里の

木を使えばですね、その部分を支援しますよという話をどっと打ち出すのが格好良いし良いん

ですが、現実的にはですね、そういう形であるというようなことをご理解をいただいた中で、

今後そういうような道が新たに開発研究がされたら、企業側とも十分に相談をさせていただき

ながら、良い方法を検討していきたいというふうに考えております。いずれにしろ、経済林で

ありますから、経済的に収支がしっかりできるように管理をしていきたいというふうに考えて

おりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 町長の意見として、経済林として計画的にやってもらうということで、将来的に経済的に採

算が合うのか合わないのかということになれば、将来何十年後に向かっては経済林としてでな

くて自然林として、森林の景観等を考えると経済林ばかりを考えなくても、経済が回らなけれ

ば自然でいくのも一つの方法かなと思いますが、２０、３０年は計画はきちっと進めていかな

ければ、現在ある伐期を迎えたものを順次有利販売されることを心からお願いしまして、終わ

りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問を受けました、それぞれの項目について、これからの計画の中でそれらの考え

方も整理をしながら策定をしていきたいというふうに考えてございます。 

 最後にありましたように、基本的に木材生産林の経済林の場所については、経済的な判断を

踏まえながら当面進めていきたいと思いますが、ご指摘のように、それが収支が合わないとな

れば無理してやらなくても、自然林として、また環境保全林としての整備も考えていきながら

進めていきたいと。こういう形の中で全体の調整を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存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、澤田伸幸君の質問を終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 

 ここで、１１時まで休憩といたします。 
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                              休憩 午前１０時４６分～ 

                              再開 午前１１時００分 

 

●日程第８  議案第５０号 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第８ 議案第５０号 清里地域資源活用交流促進施設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（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第５０号清里地域資源活用交流促進施設条例の一部を改正する

条例について、提案理由のご説明申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、現在建設中の札弦センター、正式名称は札弦地域資源活用

交流促進施設を設置し、管理その他必要事項を定めるため、清里地域資源活用交流促進施設条

例の一部を改正するものでございます。 
 改正内容については、別冊の審議資料の条例新旧対照表によりご説明いたしますので、１ペ

ージをお開き願います。最初に標題を、「清里町地域資源活用交流促進施設条例」に改めます。

第１条中、「地域資源活用交流促進施設」に改めます。第３条の施設の名称及び位置に「札弦

地域資源活用交流促進施設」と「清里町札弦町２６番地」を加えます。第５条では、別表２を

加え、２ページのとおり施設使用料金を定めるものでございます。附則につきましては、この

条例の施行日を、平成２４年４月１日とするものでございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５０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（村尾富造君） 
 起立全員です。 
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 したがって、議案第５０号 清里地域資源活用交流促進施設条例の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。 
 

●日程第９  議案第５１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第５１号 清里町税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第５１号 清里町税条例等の一部を改正する条例の提案理由に

ついて、ご説明申し上げます。 

 今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第８３号）の施行に伴う、

個人住民税に係る寄附金税制の措置及び地方税における罰則の見直しにより、清里町税条例等

の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容につきましては、別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明いたしますので、

審議資料の３ページをお開きください。第２６条につきましては、地方税法における罰則の見

直しにより、第１項中「３万円」を「１０万円」に改めるものでございます。３ページから６

ページの第３４条の７につきましては、寄附金税額控除の適用対象に、特定非営利活動法人に

対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものを加えるこ

ととし、寄附金税額控除の適用下限額を現行の５千円から２千円に引き下げることとする地方

税法第３１４条の７の改正に伴い、改めるものでございます。７ページをご覧ください。第３

６条の２第１項において、「第３４条の７」を「第３４条の７第１項（同項第２号に掲げる寄

附金（特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項

に規定する仮認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項において同じ）に係る部分

を除く。）及び第２項」に改めるものでございます。同条中第６項を第７項、同条中第７項を

第８項、同条中第８項を第９項とし、第５項の次に第６項として、「第２３条第１項第１号の

者は、第３４条の７第１項（同項第２号に掲げる寄附金にかかる部分に限る）の規定によって、

控除すべき金額の控除を受けようとする場合においては、３月１５日までに、施行規則第５号

の５の３様式による申告書を町長に提出しなければならない。」の１項を加えるものでござい

ます。８ページをお開きください。第３６条の３につきましては、第２項中「各号に掲げる」

を「に規定する」に改めるものでございます。第３６条の４につきましては、第１項中「納税

義務者のうち」を「納税義務者が」に、「同条第７項若しくは第８項」を「同条第８項若しく

は第９項」に、「３万円」を「１０万円」に改めるものでございます。第５３条の１０につき

ましても、第１項中「３万円」を「１０万円」に改めるものでございます。第６１条第９項及

び９ページの第１０項につきましては、固定資産税の課税標準の特例措置等における地方税の

条項の改正により「法第３４９条の３第１１項」を「法第３４９条の３第１２項」に改めるも

のでございます。第６５条、第７５条及び第８８条につきましては、地方税法における罰則の

見直しにより、第１項中の「３万円」を「１０万円」に改めるものでございます。１０ページ

をお開きください。第１００条の２につきましては、たばこ税に係る不申告に関する過料に関

する１条を加えるものであり、第１項に、申告書の提出期限までに提出しなかった場合におい
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ては、その者に対し、１０万円以下の過料を科すること、第２項に、過料の額の定め、第３項

は、過料を徴収する場合の納期限を定めるものでございます。第１３３条につきましては、第

１項中「３万円」を「１０万円」に改めるものでございます。「第１３９条の２」を「第１３

９条の３」とし、第１３３条の次に第１３３条の２として、特別土地保有税に係る不申告に関

する過料に関する１条を加えるものであり、規定につきましては、第１００条の２と同様とな

ってございます。１１ページをご覧ください。第１４９条につきましては、第１項中「その者

に対して５万円以下の罰金刑を科する」を「その者に対し、１０万円以下の罰金刑を科する」

に改めるものでございます。附則第７条の４につきましては、地方税法等の適用条項の改正に

伴い、当該条項の字句を改めるものでございます。１２ページをご覧ください。１２ページか

ら１３ページの附則第８条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例につきま

しては、租税特別措置法等の改正により、免税対象育成牛の売却頭数が２千頭以内から、年間

１,５００頭を超える場合には、その超える部分の所得について免税対象から除外する見直しと、

適用期限の平成２４年度を平成２７年度まで延長するために、当該条項の字句を改めるもので

ございます。１４ページをお開きください。附則第１０条の２につきましては、第４項中「第

３１条の規定による認定」を「第７条第１項の登録」に改めるものでございます。附則第１６

条の３第３項、１５ページの附則第１６条の４第３項、１６ページの附則第１７条第３項、１

７ページの附則第１８条第５項、１８ページの附則第１９条第２項第２号、附則第２０条の２

第２項第２号、１９ページの附則第２０条の４第２項第２号、２０ページの第５項第２号につ

きましては、条例等の改正により、適用条項等を改めるものでございます。２１ページをご覧

ください。先にご説明いたしました、第３４条の７第１項第１号に係る別表であり、寄附金の

区分及び控除対象寄附金を定めるものでございます。２２ページをお開きください。清里町税

条例の一部を改正する条例 平成２０年条例第１２号の一部を改正するものであり、附則２条

第９項及び第１６項、次の２３ページ第２１項中「平成２３年１２月３１日」を「平成２５年

１２月３１日」に改めるものでございます。２４ページをお開きください。清里町税条例の一

部を改正する条例 平成２１年条例第５号の一部を改正するものであります。附則第３条第１

項につきましては、上程しております、清里町税条例等の一部を改正する条例による改正後の

規定により、条項等を改めるものでございます。２５ページをご覧ください。清里町税条例の

一部を改正する条例 平成２２年条例第１０号の一部を改正するものでございます。附則第１

条第４号中「平成２５年１月１日」を「平成２７年１月１日」に、第２条第６項中「平成２５

年度」を「平成２７年度」に改めるものでございます。２６ページをお開きください。２６ペ

ージから２８ページの附則につきましては、施行期日、町民税及び固定資産税に関する経過措

置並びに清里町税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置を定めるものでござい

ます。 

以上で、説明を終わらさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
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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ことに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５１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（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５１号 清里町税条例等の一部を改正する条例については、原案のとお

り可決されました。 
 

●日程第１０  議案第５２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第５２号 清里町過疎地域自立促進計画の変更についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第５２号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、計画の変更にあたり、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項にお

いて準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。なお、同法第６

条第７項においては、市町村計画の変更の準用を規定しており、同条第１項においては、議会

の議決を規定いたしております。また、同法第６条第４項に規定される変更にあたっては、都

道府県と事前協議が定められております。 

 それでは、変更内容につきまして、審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げますので、

審議資料の２９ページをお開き願いたいと思います。今回の変更は、平成２３年度事業として

実施をしております「札弦地域資源活用交流促進施設」の整備事業につきましては、昨年９月

に策定いたしました清里町の計画書では、「３．交通通信体系の整備・情報化及び地域間交流

の促進事業」として、過疎債の発行を予定していましたが、オホーツク総合振興局と協議の結

果、ここに記載のとおり変更を行うものであります。変更後の区分は、「７．教育の振興」の

（１）現況と問題点に、⑤として「集会・地域交流の充実」と、ここに記載の目的を加えます。

（２）その対策に、④として「地域集会・交流施設の整備、ア 札弦地域資源活用交流促進施設

の整備」を加えます。また、（３）計画の表の中の（３）を「集会施設、体育施設等」に改め、

「集会施設」、「都市農村交流促進施設整備事業」と「町」を加えるものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
 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（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５２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（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５２号 清里町過疎地域自立促進計画の変更については、原案のとおり

可決されました。 
 

●日程第１１  議案第５３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第５３号 緑清荘の指定管理者の指定についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第５３号 緑清荘指定管理者の指定について、提案理由の説明

を申し上げます。 

 本件につきましては、清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第６条の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 指定管理を行う施設の名称は、清里町羽衣町３１番地 緑清荘でございます。指定する管理

者の名称は、清里町字上斜里８１５番地 株式会社しげたでございます。指定の期間は、平成

２４年４月１日から平成２７年３月３１日までの３ヵ年でございます。 

 以上、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 お諮りします。 
 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
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 異議なしと認めます。 
 これから、議案第５３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（村尾富造君） 
 起立全員です。 
 したがって、議案第５３号 緑清荘の指定管理者の指定については、原案のとおり可決され

ました。 
 

●日程第１２  議案第５４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第５４号 清里町管理の道路橋梁及び河川の指定管理者の指定についてを

議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 ただ今上程されました、議案第５４号 清里町管理の道路橋梁及び河川の指定管理者の指定

について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件については、現行の指定期間が明年３月３１日で完了することから、本年１０月３日よ

り１１月１６日の間、公募を行ってまいりましたが、現在の指定管理者１社から申請があり、

選定委員会での審査等、所定の手続きを経た中、指定管理者として総合的に求められる水準を

満たしていたことから、今般、清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例

第６条の規定により、指定管理者の指定を行うため、議会の議決を求めるものでございます。 

 指定管理を行う施設の名称は、清里町管理の道路橋梁及び河川であり、指定管理者の名称は、

清里町羽衣町３０番地に住所を有する、株式会社清建工業であります。指定期間は、平成２４

年４月１日から平成２９年３月３１日までの５年間であります。なお、公募にあたっての基準

価格は４億６,３８０万円、提案価格は４億６,３６４万９千円となっております。 

 以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５４号を採決します。この採決は起立によって行います。 
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 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５４号 清里町管理の道路橋梁及び河川の指定管理者の指定については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１３  議案第５５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第５５号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第４号）についてを議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第５５号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第４号）に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出からそれぞれ１,２３１万７千円を減

額し、予算の総額を４４億９,２８１万８千円とするものです。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ご説明申し上げます。第２条の債務負担行為の補正につきましては、

議案書を３枚お開き願います。第２表のとおり、追加につきましては、清里町管理の道路橋梁

及び河川の指定管理業務について、期間並びに限度額を記載のとおり定めるものでございます。

さらに議案書を１枚お開きいただき、第３条の地方債の補正についてご説明いたします。１．

変更につきましては、農山漁村活性化プロジェクト支援事業債の限度額及び利率等を、記載の

とおり変更をするものでございます。この起債につきましては、過疎債の発行を予定してござ

います。今回の歳入歳出補正予算の内容つきましては、道道清里止別線改良工事に伴う光ケー

ブルの移設、札弦地域資源活用交流促進施設の事業費確定による予算調整並びに斜里地区消防

組合負担金などの補正を行うものでございます。 

 はじめに、今回の補正提案させていただく概要について、別冊の審議資料の３０ページでご

説明申し上げます。なお、事業費内の上段の括弧内の数字は、補正後の当該事業の予算総額に

なります。２款総務費の１６目行政情報システム管理費１６７万円の補正につきましては、道

道・清里止別線道路改良工事に伴う光ケーブル移設費用を補正するもので、移設箇所は３１ペ

ージに記載のとおりとなります。財源のその他１６６万９千円が北海道からの補償金となり、

一般財源、１千円については調整財源となります。 

 それでは、歳出よりご説明申し上げますので、一般会計の事項別明細書５ページをお開き願

います。２款総務費・１目一般管理費・１節報酬及び９節旅費、合わせて２１万３千円の補正

につきましては、行政改革推進委員会の委員報酬及び費用弁償を補正するものです。１３節委

託料７０万４千円の補正につきましては、地域主権改革推進一括法施行に伴う例規整備業務委

託料を補正するものです。２目財産管理費・２５節積立金９万円の補正につきましては、社会

福祉の振興、町の振興及びふるさと寄附金、それぞれ１件ずつ９万円を、財政調整基金及びふ

るさと事業基金に積立てるものでございます。財源内訳のその他は、ただ今の寄付金収入が９
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万円、それと合わせまして、旧江南小学校教員住宅土地等の売払収入２８万円の財源振替を行

い、合わせて３７万円となります。１６目行政情報システム管理費１６７万円の補正につきま

しては、先ほどご説明申し上げましたので、省略いたします。次の、１目企画振興費５万５千

円の補正につきましては、総合開発審議会の委員報酬及び旅費を補正するものです。次のペー

ジ、３款民生費・６目国民年金事務費１５万３千円の補正につきましては、国からの委託金に

より、国民年金被保険者市町村情報照会システム端末の更新を行うため、１１節需用費及び１

８節備品購入費を補正するものです。次の、２目保育所費１３８万６千円の補正につきまして

は、清里保育所において、３歳未満児の途中入所に対応するため、臨時保育士の賃金及び共済

費の補正であります。５款農林水産業費・２目農業振興費・９節旅費及び１１節需用費、合わ

せまして５万円の補正につきましては、道補助金を受け、環境保全型農業直接支援対策事業の

事務費を補正するものです。２８節繰出金３００万円の減額につきましては、焼酎事業特別会

計の前年度繰越金の確定による、繰出金の予算調整措置となっております。７目農山漁村活性

化対策費１,６３０万７千円の減額につきましては、札弦地域資源活用交流促進施設の事業費確

定により、１３節委託料及び１５節工事請負費をそれぞれ減額補正するものであります。財源

内訳のその他１５４万７千円は基金繰入金の減額となります。次の、２目自然保護対策費・８

節報償費３０万円の補正につきましては、熊捕獲に係る奨励金及び出動手当の増額補正であり

ます。６款商工費・２目観光振興費・１１節需用費１３万６千円の補正につきましては、札弦

パパスランド温泉掘削許可申請に係る経費を補正するものであります。次のページの、８款消

防費・１目消防費１２５万３千円の補正につきましては、斜里地区消防組合本部負担金１１万

１千円の減額補正につきましては、消防本部の前年度繰越金の確定及び職員手当等の減額見込

みによるものでございます。また清里分署負担金１３６万４千円の増額補正は、消防職員の給

与、職員手当及び共済費等を補正するものでございます。９款教育費・２目教育振興費・１１

節需用費９８万円の補正につきましては、平成２４年度使用の中学校教師用教科図書及び指導

書などの補正であります。 

 次に、歳入につきましては、１ページの総括表でご説明申し上げます。９款地方交付税１７

４万８千円の増額補正については、一般財源として所要額を補正するものであります。１９款

町債６６０万円の補正につきましては、過疎債の減額であります。この他の各款の歳入につき

ましては、補正概要及び歳出の中でご説明申し上げましたので、説明は省略いたします。 

 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 
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 これから、議案第５５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（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５５号 平成２３年度清里町一般会計補正予算（第４号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第５６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第５６号 平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第５６号 平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）について、提案理由をご説明申し上げます。 

 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２,７８５万９千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ７億２,８０７万６千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。今回の補正は、療養給付費交付金の確定に伴う財源振替及び一般被保険者に係る受診

件数の増加と高額医療の増嵩に伴う療養費の補正を行うものでございます。 

 それでは、歳出よりご説明いたしますので、補正予算書に係る説明書の黄色の事項別明細書

の４ページをお開きください。２款保健給付費・１項療養諸費・１目一般被保険者療養給付費・

１９節負担金補助及び交付金１,４７９万９千円の増額につきましては、受診件数の増加及び１

件当たりの医療費の伸びによるものであります。特定財源のその他１,３８５万９千円は共同事

業交付金及び国民健康保険事業基金繰入金でございます。２目退職被保険者等療養給付費につ

きましては、退職被保険者等に係る療養給付費交付金の確定に伴う財源振替でございます。５

目審査支払手数料・１２節役務費６万円の増額につきましては、受診件数の増加に伴う審査支

払手数料を補正するものでございます。２項高額療養費・１目一般被保険者高額療養費・１９

節負担金補助及び交付金１,３００万円の増額につきましては、受診件数の増加と高度医療に伴

う１件当たりの医療の伸びによるものでございます。特定財源のその他１，３００万円は共同

事業交付金でございます。 

 それでは、歳入につきましては、総括表でご説明申し上げますので、１ページにお戻りくだ

さい。４款療養給付費交付金から９款繰入金につきましては、特定財源であり、１款国民健康

保険税につきましては、一般財源でございます。 

 以上で、説明を終わらさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 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（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５６号 平成２３年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第５７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第５７号 平成２３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。建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 ただ今上程されました、議案第５７号 平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、本年５月の職員人事異動に伴い、不足する所要の人件費と負担金を増額補正

するものでございます。第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ３２万２千円を追加

し、予算の総額を１億１,７３９万６千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、別冊の補正予算に関する説明書により、ご説明申し上げます。 

 それでは、紫色の表紙の農業集落排水事業特別会計補正予算の事項別明細書の２ページをご

覧いただきたいと存じます。歳出よりご説明を申し上げます。１款総務費・１目一般管理費３

２万２千円の補正は、２節給料が１６万２千円、３節職員手当等の管理職手当が８万８千円、

１９節負担金補助及び交付金の退職手当組合負担金が７万２千円のそれぞれ増額補正となって

ございます。 

 なお、歳入につきましては、一般財源として下水道使用料３２万２千円を同額補正いたして

まいります。また、３ページは給与費明細書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、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第５７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５７号 平成２３年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）ついては、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１６  議案第５８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第５８号 平成２３年度清里町焼酎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。焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長（松浦聡君） 

 ただ今上程されました、議案第５８号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

２号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ８６万４千円を追加し、予

算の総額を７,２６３万９千円とするものです。第２項につきましては、後ほど別冊の事項別明

細書によりご説明申し上げます。今回の補正は、繰越金の措置をするものであります。 

 それでは、うぐいす色の焼酎事業特別会計の事項別明細書により、ご説明いたします。３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

管理費において３００万円を、特定財源のその他から一般財源へ財源振替いたします。なお、

特定財源のその他は、一般会計繰入金であります。４款基金積立金・１項基金積立金・１目積

立金は８６万４千円の増額であります。 

 続きまして、歳入について総括表でご説明いたしますので、１ページをお開きください。２

款繰入金は３００万円の減額、３款繰越金は３８６万４千円の増額、２款は特定財源のその他、

３款は一般財源であります。 

 以上で、説明を終わらさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５８号 平成２３年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７  発議第６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 発議第６号 議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本件については、記載のとおりの内容で、議員の派遣をしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

●日程第１８  道内所管事務調査報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１８ 道内所管事務調査報告についてを議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。産業福祉常任委員会委員長 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 道内所管事務調査について、ご報告申し上げます。 

 議会閉会中の継続審査事件について、調査・研究を行うため、総務文教常任委員会、産業福

祉常任委員会合同で、道内先進地視察を行ったところであります。１１月２１日から２３日の

３日間、下川町、富良野市、鹿追町に議員９名全員が参加をしております。 

 下川町においては、森林組合における「木炭小径木・集成材加工事業」について、調査いた

しました。基幹産業は農業と林業の違いはありますが、伐期を迎える町有林資源の有効性等に
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重要な示唆を与える調査でありました。 

 富良野市におきましては、株式会社ふらの農産公社が行う、チーズ、アイスクリーム、ピッ

ツア工房について、調査をいたしました。集客施設につきましては、施設の持つ機能を明確に

し、アピールすることが必要と感じたところであります。 

 鹿追町においては、鹿追町環境保全センターでの堆肥化プラント、バイオガスプラントにつ

いて、調査をいたしました。家畜糞尿や生ゴミ処理という課題を、再生エネルギーで解決する

という試みでありました。それぞれ、有意義な調査を行ってきたところであります。調査結果

の詳細は、提出の報告書をご参照ください。 

 今回の調査の成果については、これからの議会、委員会活動を通じた政策提言等に生かして

いくところであります。 

 以上で、道内所管事務調査報告とさせていただきます。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、道内所管事務調査報告についてを終わります。 

 

●閉会・閉議宣告 
○議長（村尾富造君） 
 これで、本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。 

平成２３年第９回清里町議会定例会を、閉会します。ご苦労様でした。 

 
                               閉会 午前１１時４３分 
 


