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平成２５年第４回清里町議会定例会会議録（６月２０日） 

 
 平成２５年第４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   石 井  幸 二 
    農 業 委 員 会 長   成 戸  昌 道 
    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 
    選 挙 管 理 委 員 長   工 藤  特 雄 
    副 町 長   宇 野    充 
    総 務 課 長   柏 木  繁 延 
    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   藤 代  弘 輝 
    出 納 室 長   溝 口  富 男 
    教 育 長   村 上  孝 一 
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    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 
    農業委員会事務局長   斉 藤  敏 美 
    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 
    選挙管理委員会事務局長   柏 木  繁 延 
 
８．本会議の書記は次のとおりである。 
    事 務 局 長   小 貫  信 宏 
    主       査   鈴 木  由美子 
 
９．本会議の案件は次のとおりである。 
   報告第 １号  平成２４年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について 
   一般質問    １名 １件 
   議案第３８号  北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 
   議案第３９号  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 
   議案第４０号  平成２５年度清里町一般会計補正予算（第２号） 
   議案第４１号  戸籍事務電算化業務委託契約の締結について 
   議案第４２号  パパスランド外構整備工事請負契約の締結について 
   議案第４３号  公営住宅建設工事請負契約の締結について 
   意見案第４号  札幌航空交通管制部の存続・充実を求める意見書について 
   意見案第５号  地方財政の充実・強化を求める意見書について 
   意見案第６号  ２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見

書について 
   意見案第７号  道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実

態に応じた高校づくりの実現を求める意見書について 
   意見案第８号  平成２５年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書について 
   発議第 １号  議員の派遣について 
   議案第４４号  平成２５年度清里町一般会計補正予算（第３号） 
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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２５年第４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７番 村島健二君、１番 前中康男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、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 澤田伸幸君。 
 
○６番（澤田伸幸君） 

 議会運営委員長報告。本定例会の会期は、一般質問、一般会計補正予算など提案件数、議案

の内容から判断して、本日１日間とすることが適当と思われます。以上が、議会運営委員会の

結果でありますので、ご報告いたします。 
 
○議長（村尾富造君） 

 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日間に決定しました。 

 

●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（小貫信宏君） 

 議長諸般の報告５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。５月２１日網走市
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において、オホーツク圏活性化期成会平成２５年度定期総会が開催され、議長が出席し、決算

認定、事業計画について審議しております。次に、全国町村議会議長・副議長研修会について

であります。５月２８日から２９日の２日間にわたりまして東京で開催され、副議長が参加し

ております。記載の内容の講演や、パネルディスカッションが行われ、研鑚を深めたところで

あります。２ページになります。農業諸問題要請活動について、５月３０日、町長、議長、副

議長、農協組合長が上京し、武部代議士並びに農林水産省関係部局に対しまして、記載の事項

に対し要請活動を行っております。６月５日札幌市におきまして、北海道町村議会議長会第６

４回定期総会が開催され、報告、議決事項、各管内議長からの提出議案１４件、総会決議、特

別決議が提出され、それぞれ原案のとおり可決承認されております。総会議決、特別決議につ

きましては、５ページから７ページのとおりとなっております。３ページ目、その他の会議行

事等についてであります。記載の会議行事に、正副議長をはじめ、各議員が出席しております。 

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

開催されております。 

 ４ページ目、３点目になります。美里地区湧水に係る現地調査についてであります。記載の

期日、場所、内容について、議員全員による現地調査を行っているところでございます。 

 ４点目、例月現金出納検査の結果について、平成２５年５月分について、８ページから９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。 

 ５点目、平成２５年第４回清里町議会定例会説明員等の報告について、１０ページのとおり

となっております。以上で、議長諸般の報告を終わります。 

 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） 

 町長一般行政報告を申し上げます。 
 それでは、町長一般行政報告について、申し上げます。 

 大きな１の主要事業の報告であります。 

 １点目の、地方公務員給与の削減要請についてでありますが、去る１月２８日、総務大臣よ

り地方６団体に対しまして、東日本大震災を踏まえた防災減災対策と、地域経済の活性化を図

るための財源を捻出するため、地方公務員の給与を国家公務員に準じて削減されたいとの要請

と、その財源として地方交付税を減額するとの書簡が送付されております。こうした大臣書簡

による一方的な要請は、国と地方が対等の立場であるとした地方分権一括法による改正地方自

治法の趣旨に照らしても疑問でありますし、かつ、地方公務員給与及び地方交付税をこれらの

財源対策を対象としたことは、制度の基本からしても納得のできるものではございません。ま

た、清里町においては、職員の協力のもとに職員数を平成２６年度を目標に８０名体制とする



5 

取り組みを進めておりますし、給与水準はラスパイレス指数において、この１０年来、９５％

から９６％前後で推移しており、管内で最も低い状況にありますので、私は、こうしたことも

十分に考慮し、熟慮の結果、今般の給与削減要請には応じないことといたしましたので、ここ

にご報告を申し上げます。 

 次に、２点目の農業諸問題要請活動についてでありますが、去る５月３０日、武部衆議院議

員及び農林水産省各関係課に対しまして、議長、副議長、農協組合長と私において、記載の事

項につきまして、要請活動を実施したものでございます。 

 次に、３点目のきよさと花みどりフェスタ２０１３についてであります。６月１日から９月

３０日までの４ヶ月の期間、コミュニティセンターを中心とする町内一円を会場といたしまし

て、花と緑と交流のまちづくり実行委員会の主催のもと、自治会、商工会をはじめ、町内の各

関係機関・団体の共催、協賛をいただき、花と緑の事業を開催するものであります。①から⑤

までの事業、行事等について、記載の期日、内容により、それぞれ実施いたしますので、多く

の町民の皆さんの参加と、町外からも多くの方々のおいでを期待するものでございます。 

 ２ページをお開きください。４点目の、美里地区湧水の状況についてであります。６月３０

日に美里地域において、農用地より湧水が噴出しているとの報告をいただき、現地調査をいた

しましたところ、向陽９０３番地地先の農用地周辺より、相当な水量の湧水が農地を横断し、

沢及び側溝沿いに大量の水が流れていることを確認をいたしましたので、農用地などへの被害

防止の観点から、対応を進めてきたところでございます。なお、議員各位には６月１１日開催

の所管の常任委員会並びに議員協議会において、現地調査と当面する対応につきまして、ご説

明を申し上げ、理解をいただいているところでありますが、１９日、昨日現在では、湧水もほ

ぼ治まり、緊急する災害の恐れも解消いたしております。しかし、大雨の後や融雪時における

水量の変化を確認する必要がありますので、今後とも調査を続けてまいりますが、こうした状

況を踏まえまして、現状における対策と湧水量の確定後における将来対策に分け、検討を加え、

対応してまいりたいと存じます。なお、所要の補正予算につきましては、本定例議会におきま

して追加提案を予定いたしておりますので、ご理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

 次に、５点目の農協からの援農要請についてであります。４月下旬から５月下旬までの約１

ヶ月にわたる天候の不順により、大幅に農作業が遅れ、人手不足が生じたということから、過

日、農協より援農作業の要請をいただきましたので、５月２８日より３１日までの４日間にわ

たり、２１名の職員を派遣いたしております。なお、農協全体では３３名の農家の方々に対し、

５月２８日から６月４日までの８日間、延べ６３班１２６名の援農派遣を行い、ビートの補植

作業等にあたったところでございます。 

 次に、大きな２の主要事業の執行状況であります。１の議決工事の進捗状況でありますが、

平成２５年度事業の６月１５日現在の進捗状況であります。町民活動施設改修工事につきまし

ては、記載の工期、工事内容により工事が進められており、進捗状況では既存施設の一部解体、

準備工段階でありまして、進捗割合は５％となっております。 

 次に、２の農作物生育状況についてであります。３ページをご覧ください。過日、農業改良

普及センターより、６月１５日現在の清里町の作況調査結果につきましてご報告・ご説明をい

ただきましたので、ここに報告をさせていただきます。まず、気象状況等の推移でありますが、

今年は４月下旬から５月下旬まで約１ヶ月にわたり、天候が極めて不順であり、降雪・降雨の

日が多く、また気温も低く推移し、作付が大幅に遅れておりましたが、５月下旬からは徐々に
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天候の回復に伴いまして、農作業の進捗に合わせ、各作物とも徐々に生育の遅れが回復してき

ている状況にあります。それでは、各作物ごとの生育状況について申し上げます。秋まき小麦 

きたほなみにつきましては、草丈・茎数ともに平年より下回っており、止葉１００％で、出穂

期において５日遅れとなっております。春まき小麦 春よ恋につきましては、草丈・葉数とも

に平年を下回っており、幼穂形成期８７％で、生育の遅速で７日遅れとのことであります。ば

れいしょ コナフブキでありますが、茎長・茎数ともに平年より大きく下回っており、萌芽期

３９％で、生育の遅速で１３日遅れであります。生育への影響が心配されているところであり

ます。てんさい レミエルにつきましては、草丈・葉数ともに平年を下回っており、生育の遅

速で９日遅れであります。てん菜につきましても、生育への影響が心配されるところでござい

ます。なお、活着の良否は３ということで、並みとのことでございます。大豆 ユキホマレで

ありますが、茎長は平年を下回っており、出芽期５１％で、生育の遅速では６日遅れとのこと

であります。出芽の良否では５で、良とのことでございます。小豆 サホロにつきましても、

茎長は平年を下回っており、出芽期４３％で、生育の遅速で４日遅れとなっております。なお、

出芽の良否は５で、良とのことでございます。たまねぎ ウルフにつきましては、草丈・葉数

ともほぼ平年並みであり、生育の遅速で１日遅れとなっております。なお、たまねぎにつきま

しても、移植の終了が平年より大幅に遅れ、圃場間での差が大きいとのことでございます。サ

イレージ用とうもろこしにつきましては、草丈・葉数ともに平年並みで、出芽期９８％で、生

育の遅速はございません。なお、出芽の良否は５で、良とのことでございます。牧草のチモシ

ー一番草につきましても、低温の影響を受けておりまして、草丈が平年を下回り、出穂期２％

で、生育の遅速では６日遅れとのことでございます。以上、生育状況についてご報告をさせて

いただきました。今後の天候と、生育の回復に期待をするものでございます。 

 次に、４ページをお開きください。大きな３の主な会議・行事等の報告でございます。みど

りのフェスティバルにつきましては、５月２６日、緑駅前広場で行われております。当日は天

候に恵まれ、約１，５００人のご来場いただく中、クマゲラ太鼓、キャラクターショーのステ

ージ公演と、丸太ころがし選手権、緑のウオーキングなどの行事が行われ、また、飲食、木彫、

陶芸、特産品のコーナーなどには、関係機関団体から多数の出店をいただき、盛会の中に終了

いたしたところでございます。次に、町営牧場の入牧についてでありますが、５月３１日、江

南牧場にて入牧が開始をされました。今年は利用戸数が５戸でありまして、入牧頭数は乳牛で

７６頭、和牛で１９頭の計９５頭となっております。次に、緑の植樹事業でありますが、６月

１日、江南宇宙展望台周辺にて開催されております。当日は天候にも恵まれ、自治会をはじめ、

各地域や職域・職場より約１００名の町民の皆さんと、本年は支援をいただいておりますニト

リ財団より大村顧問の出席をいただき、エゾヤマザクラを中心に１６０本の植樹と、花と緑と

交流のまちづくり実行委員会並びに関係機関代表者による記念植樹が行われたところでござい

ます。 

 以上申し上げ、町長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。 
 加藤健次君。 
 



7 

○４番（加藤健次君） 

 町長行政報告の中の２番目の農業諸問題要請活動の、要請事項の２番について、どのような

内容であったのか、お伺いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ２点目の、農業諸問題要請活動の要請事項の②の小水力発電の施設の関係でありますが、本

件につきましては、２つございまして、まず、１点につきましては、緑ダムに関わる小水力発

電の可能性について、要請をいたしました。それからもう１点につきましては、本町で進めて

おります、再生可能エネルギーに関わる小水力の部分、これらについても、可能性等について

の要請を行ったところでございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 緑ダムも町が進めている再生エネルギーの中における小水力ということなのですが、小水力

にいく前に、清里の再生エネルギーの方向性、そのようなことがきちっと定まっていない中で

の清里町における小水力の要請という意味合い、これについてはどのように捉えておられるの

でしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今回、農水省のほうにお伺いをしたのは、要請事項ということでありますが、基本的には補

助事業としての可能性があるかどうか、これの確認をさせていただいたということであります

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、質疑を終わります。 

 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） 
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 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。１点目、全国町村教育長会第５５回定期総会

研究大会について、５月３０日、３１日の２日間、東京都で開催され、私、教育長が参加をさ

せていただきました。定期総会では、教育長会の事業会計予算が承認され、また、当面する教

育課題について、大会決議、要望事項の採択が行われました。引き続く研究大会では、著名な

講師による記念講演、シンポジウム、最後に文部科学省初等中等教育企画課長より「教育の今

日的課題と動向」と題して、教育委員会制度改革やいじめ・体罰問題など、喫緊の最新情報に

ついて行政説明を受けたところでございます。 

 ２点目、平成２５年度オホーツク管内教育委員会協議会総会について、６月６日網走市で開

催され、委員長、教育長が出席いたしております。今回の事業会計予算を決定した他、役員の

欠員補充等が行われております。 

 大きな２、主な会議・行事等の報告であります。光岳小学校百周年記念植樹について、５月

２８日光岳小学校の前庭において、全校児童、百周年記念事業協賛会、学校営繕林運営委員会、

地域住民など、約５０名が参加して、サクラの植樹が行われました。これは、光岳小学校が今

年、開校百周年を迎えることから、それを祈念し、前庭の老木となったサクラやトドマツを伐

採、整地し、新たにエゾヤマザクラ９０本を植樹したものでございます。 

 次に、清里町開町７０周年記念第３６回斜里岳ロードレース大会実行委員会について、本大

会は、町の７０周年記念の冠事業として実施するもので、斜里岳ロードレース大会にハーフマ

ラソンを新設し、また、町内少年マラソンも一体化する中で、規模を大きくして開催するもの

でございます。ついては、大会をより盛り上げるため、実行委員として体育協会などスポーツ

関係者の他、商工会、観光協会、女性会議、青年団、学校等にも協力をお願いしており、６月

７日、第１回目の実行委員会を開催したところでございます。 

 ２ページをご覧ください。次に、社会教育委員兼生涯学習総合センター運営審議会委員会議

について、６月１０日プラネット会議室で開催され、初めに、新しい委員５名を含めた１５名

の委員に、平成２５年度から２年間の委嘱状の交付を行い、役員選出では委員の互選により、

委員長には新しく柳谷克彦氏が選出されております。 

 大きな３、委員会の開催状況であります。第３回教育委員会は６月５日に開催され、案件は

記載のとおりでございます。 

 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（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  承認第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 報告第２号 平成２４年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題
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をします。 

 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、平成２４年清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について、提案理

由の説明を申し上げます。 

 本件につきましては、地方自治法施行令第１４６条第２項における議会への報告の定めによ

り、今回、報告を行うものであります。議案書を１枚お開きください。 

 今回、繰越しいたしましたのは、５款農林水産業費・１項農業費・深層爆気処理施設整備補

助事業、以下、７款土木費・３項住宅費・公営住宅建設事業までの４事業であり、金額及び翌

年度繰越額につきましては、ともに４億１,２２４万１千円であります。未収入特定財源が３億

５,１２０万６千円であり、うち、国庫支出金が２億３,１８０万６千円、町債が１億１,９４０

万円、一般財源は６,１０３万５千円であります。一般財源の負担割合は約１４．８％となって

おります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○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。 

 これで、報告第２号 平成２４年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを終わり

ます。 

 
●日程第７  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 一般質問を行います。発言を許します。 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 事前に通告してあります質問事項については、平成７年度に一度質問した経緯がございます

が、今回再度伺いたいと存じます。 

 まず１点目の、町道の安全対策についてであります。１．警報機遮断機のない踏切の安全対

策について、２．町道南１１線道路の改良について、伺いたいと存じます。 

 町道である２３号道路、２２号道路区間南１１線道路には、釧網線ＪＲ鉄道が走っており、

この踏切には、警報機も遮断機も現在は付いておりません。先日、新聞・テレビ等で６月１０

日に報道されておりましたが、踏切で列車と衝突し、軽乗用車の女性が１人外傷性ショックで

死亡しております。大変悲惨な踏切事故としか言いようがございません。このＪＲ江差線の江

差と木古内の間が、来年には廃止されるとのことであります。この南１１線踏切も直線ではな

く、ミラーは付いておりますが、カーブで見にくい踏切だと承知しております。事故が起きる
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前にＪＲ鉄道局へ早急に一刻も早く、警報機・遮断機を設置するよう、要請する考えはないの

か、伺いたいと思います。 

 次に、町道南１１線道路の改良について伺いますが、１０年前にはかなりの砂利も入ってお

り一部改良された状況にあったのでありますが、現在では道路もやせておりまして、砂利すら

なくなっているような状態になっておりますので、早急に改良舗装する考えはないのか。この

２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） 

 ただ今ご質問をいただきました、町道の安全対策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、警報器・遮断機のない踏切の安全対策の関係であります。ご案内のように、

現在町内には、道道、町道私道を合わせますと、３０カ所の踏切が設置をされております。そ

の内、ご質問の町道における踏切の現状でありますが、町道では２０路線に２２カ所の踏切が

設置されております。この踏切の形態でありますが、踏切の形態には第１種から第４種までと

いう規定がございまして、第１種の踏切につきましては、自動遮断機が設置されているか、ま

たは踏切保安係が設置されているものでございまして、警報機と合わせて、遮断ポールの付い

た、一般的に多く見られるタイプのものでございます。第２種というのは、踏切保安員が遮断

機を操作するものでございまして、管内には設置されておりません。第３種は、踏切警報機と

踏切警標、ばってんになった標ですね、あれが付いているということでございます。そして、

第４種については、踏切警標だけの設置でありまして、列車の接近を知らせるそういう警報等

は付いていないというものでございます。先ほど申し上げましたとおり、町が管理しておりま

す町道には、２２カ所の踏切が設置されており、２２カ所のうち１０カ所については、第１種

の踏切。失礼いたしました。２０カ所につきましては、第１種の踏切形態でございまして、自

動の遮断機が設置されているものでございます。残る２カ所につきましては、第４種でありま

して、踏切を表示する警標だけのものでございます。安全確認は通行者の目視に委ねられてい

ると、そういう施設となってございます。ご質問の町道南１１線道路に設置されております踏

切につきましても、その警報機と遮断機のない第４種の踏切でございます。ちょうど１１線道

路の路線沿いには１軒の方が居住されている状況にもございます。ご案内のように、踏切に係

る安全対策といたしましては、警報機や遮断機の設置が最も好ましいと考えております。これ

の設置には、かなり高額な事業費が必要であり、かつ交通量利用形態等の設置条件さらには費

用対効果、費用負担区分など、多くの課題が想定されますので、今後も、警報機あるいは遮断

機設置等の可能性につきまして、ＪＲ北海道に要請協議をしてまいりたいと、そのように考え

ているところでございます。なお、町におきましても、踏切の事故防止の観点から、これらＪ

Ｒ北海道への要請と合わせまして、周辺の利用者の方々にはさまざまな機会を通じながら可能

な限り注意喚起を促してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２点目の町道南１１線道路の改良についてであります。現在、町におきましては、町

道、農道を合わせまして、３１５キロメートルの維持管理を行うとともに、補助や交付金及び

負担金事業による新たな道路整備を計画的に進めているところでございます。ご質問をいただ
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きました、町道南１１線道路につきましては、町道神威２２号道路、それを起点とした町道神

威２３号道路までの１号間でありまして、町が管理しております延長５３９メートルの砂利道

路の路線となってございます。地域におきましては、道道摩周湖斜里線の拡幅改良が完了いた

しまして、現在は、道道清里止別線の改良工事が継続されており、面的な道路整備が進められ

ております。また、町道におきましても、２２号、２３号道路の主要路線の改良が行われてお

りまして、一定の整備がされている地域であると判断をしているところであります。町道南１

１線道路につきましても、路線の延長上に住宅が１戸ございますが、道路に隣接をいたしてお

ります、受益になります面積から推計される交通量は限定はされておりまして、かつ今後にお

いても多くのそうした利用は望めないというような状況にあります。こうしたことから、現状

ではこれら交通量や受益面積と予定事業費により費用効果を積算いたしますと、補助金や交付

金事業を活用しての道路整備は、相当に困難な状況であると、理解をいたしているところでご

ざいます。このようなことから、町道南１１線道路につきましては、当面は現在の砂利道での

管理を継続しながら、砂利の補充及びグレーダー等による路面維持を図ってまいりたいと考え

ているところでございまして、先ほどもありました、砂利がしばらく投入されていないと。や

せているということもございますが、これらについては、隣接の農地の方々からもあまり入れ

ないようにと、いうことで、ご指摘等もあったと聞いておりますので、そういう部分も十分に

配慮をしながら、地域住民への通行の支障を来たさないような、そういう努力を引き続き続け

てまいりたいと考えている次第でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 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） 

 ただ今町長のほうから説明をいただいたわけでありますけれども、私もこの踏切に関して、

清里町内一円調べましたところ、大体数字的には２０、全部で３０カ所ということであります

けれども、使われている踏切でない踏切が何カ所かありまして、大体個数的には、私の調べた

所と同じであります。実は、数年前になるわけでありますが、これも釧網線の札弦駅から緑に

向かって５００～６００メートルかそこら行ったところで、踏切事故で、１人亡くなっており

ます。これは札弦の方だったと思いますが、ここもやはり鉄道は直線であります。見やすいん

ですね。しかしながら、やはり遮断機も警報機もないために、侵入して亡くなっておられると

いうことは事実あったわけです。それで、この３０カ所のうちの付いていない箇所と付いてい

る箇所を私も調べましたけども、今現在では、今南１１線とその箇所ぐらいで、あとは廃止さ

れている部分も何カ所か実際あります。そんなことで、今後先ほど町長はＪＲ北海道のほうに

要請していくというご返答がございましたけれども、今後やはり危険な場所は、やはり事故が

起きてからではこれは遅いわけであって、今までの状況を見ますと、一般の交通事故につきま

しても、事故が起きて人が亡くなってから信号機が付くと。こういうのが実例なんです。例え

ば１６号道路とか、人が亡くなってから信号が付くんですよ。それでその後はやっぱり信号機

が付いたために、そういう死亡事故は起きていませんけれども、やはりそういう危険な場所と

言いましょうか、そういう所はやっぱり町を挙げて対処していただきたいと要望しておきます。 
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 次に、南１１線道路のこの改良でありますけれども、７年以降に私も一度一般質問をさせて

もらっているわけですけれども、それから年数がかなり経っていますけども、一向に何の措置

もないものですから、再度今回お尋ねをした次第なんですが、補修、石砂利もその農家の方が

聞いたら畑に入るから入れないでくれというような話もされましたけれども、やはり、以前は

結構高くて、砂利も入っていました。私１０日ほど前に行って見てきましたら、もう本当に砂

利気がないような状況になっていますから、農家の方にしてみれば、砂利が畑に飛んで来ない

わけですから、これは一番良いことなんでしょうけれども、やはり、そういう町道として認定

されている以上、石砂利ぐらいは厚く敷かなくても、真ん中ぐらいは敷いてあげていただきた

いなと、このように要望しておきたいと思います。何かあれば。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず、踏切の関係でありますが、今ご質問いただいたような状況で、町の方で管理している

部分、それから、町道としてご指摘ありました札弦から緑間での踏切事故ですが、かなり年数

が経ちますが、死亡事故があったということを十分に承知をいたしております。そういうこと

のないように、町としても利用者の皆さんには注意を喚起していきたいと思っておりますが、

基本はやっぱり、しっかりとした警報機があって、遮断機があるというのが最も好ましいわけ

でありますから、引き続きＪＲ北海道のほうには要請を続けていきたいと思っているところで

ございます。ただ、申し上げましたように、利用頻度があまり多くないというようなこともあ

りますので、なかなか首を縦に振ってくれないというのが、実情かなとも思っているところで

ありますが、諦めずに続けていきたいと思っております。それから、整備の関係でございます。

これらの道路の関係の整備を計画的に町道関係は進めてきているところでありますが、どうし

てもやっぱり、投資効果という部分もございまして、なかなか前に進んでいっていないという

のも実情であります。当面の間は、そういう中でご指摘をいただきましたように、砂利があま

りにも少なくなれば掘れてくるというのもありますから、そこら辺も加味しながら、また、あ

まり入れ過ぎると畑に入るというようなこともありますので、そこら辺も含めて、地域の方々

とも相談しながらより良い形での維持管理を続けていきたいと考えておりますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 以上で、一般質問を終わります。 

 

●日程第８ 議案第３８号 ～ 日程第９ 議案第３９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第３８号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約、日程第９ 

議案第３９号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約の２件につ

いては、会議規則第３７条の規定により、一括議題にしたいと思います。これに、ご異議あり

ませんか。 
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（「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、日程第８ 議案第３８号から日程第９ 議案第３９号まで、２件を一括議題と

することに決定しました。 

 ２件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第３８号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規

約及び、議案第３９号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約に

ついて、それぞれ関連がありますので、一括説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第３８号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約について、説

明を申し上げます。規約変更の主な理由は、両案件とも新たな団体の加入追加によるものであ

ります。別冊審議資料１ページをお開きください。新旧対照表で説明申し上げます。別表１に

おいて、「空知総合振興局」の団体を「（３５）」とし、「北空知圏学校給食組合」を加える

ものであります。第２表において、共同処理する団体に「北空知圏学校給食組合」を加えます。

附則は、施行期日を総務大臣の許可の日からと定めるものであります。 

 議案３９号について説明を申し上げますので、議案書をお開きください。 

 議案第３９号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約について、

提案理由の説明を申し上げます。同じく、別冊審議資料の２ページをお開きください。新旧対

照表で説明申し上げます。別表１の組織に「北空知圏学校給食組合」を追加するものであり、

附則は、施行期日を総務大臣の許可の日からと定めるものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、２件について一括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 これで、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ２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３８号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３８号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約は、原案
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のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、議案第３９号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３９号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する

規約は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１０  議案第４０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第４０号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（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。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第４０号 清里町一般会計補正予算（第２号）について、提案

理由の説明を申し上げます。 

 補正の総額は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ２億７,７０４万９千円を追

加し、予算の総額を４４億１３８万１千円とするものであります。 

 第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書により説明申し上げます。 

 第２条継続費の補正につきましては、議案書を３枚お開きください。第２表の継続費補正に

つきましては、追加であり、衛生費・保健衛生費の斜里郡３町終末処理事業組合負担金事業に

おいて、総額を２３６万６千円とし、平成２５年度、平成２６年度において、それぞれ年割額

を４０万３千円、１９６万３千円とするものであります。 

 第３条地方債の補正につきましては、さらに１枚お開きください。第３表地方債補正は、追

加であり、清掃センター長寿命化事業について、事業債について限度額を２,１００万円とし、

記載の内容で補正するものであります。 

 それでは初めに、今回補正提案させていただきます主な事業について説明を申し上げますの

で、別冊審議資料の３ページをお開きください。今回の補正は、老朽化した消防職員住宅改修

に３,１４７万円、産前産後休暇・育児休暇取得職員の代替臨時職員人件費、平成２９年度まで

の５カ年での清掃センター長寿命化改修事業の初年度分として８,１８１万２千円、道路排水に

係る調査費、札弦地域に建設する公営住宅の建設費、健全財政維持のための公債費負担軽減対

策としての繰上償還に１億５,１８７万５千円を補正させていただくものであります。 

 続いて、事項別明細書により款項区分により、補正の内容を説明を申し上げますので、別冊

の予算に関する説明書をご用意いただきたいと思います。 

 歳出より説明申し上げますので、一般会計事項別明細書の４ページをお開きいただきたいと

存じます。４ページの総務費・２目財産管理費３,１４７万円の補正につきましては、現在、消
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防職員が居住する１棟４戸のＲＣ構造の住宅改修に係る工事請負費の補正であります。衛生

費・１目保健衛生費２６１万円の補正につきましては、臨時職員雇用に係る共済費・社会保険

料３２万５千円、賃金２２８万５千円であります。４目環境衛生費４０万３千円の補正は、斜

里郡３町終末処理事業組合負担金継続事業の継続費の補正であり、平成２５年度分の年割額で

あります。５ページ、商工費・２目観光費１７３万９千円の補正は、パパスランドに設置する

ポスレジリースに係る借上料の補正であります。土木費・１項道路橋梁費・１目道路橋梁費２

１２万１千円の補正は、羽衣第２地区・羽衣南地区における排水機能強化のための測量調査費

調査業務委託料であります。土木費・２項住宅費・２目住宅管理費５０１万９千円の補正は、

札弦地区に建設予定の公営住宅に関わる実施設計業務委託料であります。公債費・１目元金１

億５,１８７万５千円の補正につきましては、将来負担軽減対策として、繰上償還を行うもので

あり、特定財源その他は基金繰入金であります。償還財源既定予算と合わせ、６月末でいわゆ

る縁故債について、１億５,９５７万円の繰上償還を行う計画であります。 

 引き続き、歳入について説明を申し上げますので、１ページにお戻りいただき、歳入につき

まして総括で説明申し上げたいと思います。特定財源となります、１３款国庫支出金、１６款

繰入金、１９款町債については、補正概要の中で説明を申し上げました。１７款繰越金８,９６

３万６千円の補正につきましては、平成２４年度の繰越金が確定いたしましたので、今回、全

額補正措置を行うものでございます。なお、一般財源の不足額の調整措置として、９款地方交

付税を１,３４８万９千円の補正をしております。 

 以上で、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） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４０号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 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４０号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第１１  議案第４１号 

○議長（村尾富造君） 
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 日程第１１ 議案第４１号 戸籍事務電算化業務委託契約の締結についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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４１号 戸籍事務電算化業務委託契約の締結につきまして、

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、条例の定めにより議会の議決を求めるものでございます。契約の目的

は、戸籍事務電算化業務委託でございます。 

 業務委託の概要をご説明申し上げます。本事業は、住民サービスと戸籍の保全管理の向上を

図るために、平成２５年度、２６年度の２カ年で、戸籍事務の電算化を行うものでございます。 

 契約の方法は随意契約であり、契約金額は４,７２５万円でございます。なお、予定価格につ

きましては、５,７７５万円でございます。 

 契約の相手は富士ゼロックスシステムサービス株式会社北海道支店でございます。 

 業務委託期間につきましては、契約の翌日より平成２７年１月３１日を予定しております。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（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４１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４１号 戸籍事務電算化業務委託契約の締結については、原案のとおり

可決されました。 

 

●日程第１２  議案第４２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第４２号 パパスランド外構整備工事請負契約の締結についてを議題とし

ます。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 
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○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第４２号 パパスランド外構整備工事請負契約の締結について、

ご説明申し上げます。 

 本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。契約の目的は、パパスランド外構整備工事でありま

す。 

 工事の概要をご説明申し上げます。工事の場所は清里町字神威１０７１番地４、パパスラン

ド施設の外構面積１万３,７３０平方メートルに、駐車場、ドッグラン、バーベキューハウス移

設、サイン、緑地整備などを行うものであります。 

 契約の方法は、指名競争入札による契約であり、契約金額は７,７５９万５千円となっており

ます。なお、予定価格につきましては、７,８８９万円であり、契約の相手方は、清里町 野村

工業株式会社でございます。 

 工期は契約の翌日より平成２６年１月３０日を予定しております。 

 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） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４２号 パパスランド外構整備工事請負契約の締結については、原案の

とおり可決されました。 

 

●日程第１３  議案第４３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第４３号 公営住宅建設工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第４３号 公営住宅建設工事請負契約の締結について、ご説明
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いたします。 

 本件は、地方自治法の定めに基づき、工事請負契約を締結するために議会の議決を求めるも

のであります。契約の目的は、公営住宅建設工事であります。 

 工事の概要について、ご説明いたします。建設場所は、営林署跡地のひまわり団地に１棟４

戸の賃貸住宅を整備するものであります。構造は鉄筋コンクリート造２階建て、面積は２７４、

１４平方メートルであり、附帯工事として通路口と敷地を整備するものであります。 

 契約の方法は、指名競争入札により契約であり、契約金額は７,９３８万円であります。なお、

予定価格につきましては８,１００万７,５００円であります。 

 契約の相手方は、清里町羽衣町３０番地 株式会社石井組 代表取締役石井光一でございま

す。 

 なお、工期につきましては、明年２月８日でございます。 

 以上で、提案理由の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。 

 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４３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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４３号 公営住宅建設工事請負契約の締結については、原案のとおり可

決されました。 

 ここで、１０時４５分まで休憩いたします。 

                               休憩 午前１０時３３分 

                               再開 午前１０時４５分 

 

●日程第１４ 意見案第４号 ～ 日程第１７ 意見案第７号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで、議事の都合上、日程第１４ 意見案第４号 札幌航空交通管制部の存続・充実を求

める意見書についてから、日程第１７ 意見案第７号 道教委「新たな高校教育に関する指針」

の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書についてまでを、一

括議題といたします。 
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 ４件について、それぞれ提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会委員長 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 意見案第４号 札幌航空交通管制部の存続・充実を求める意見書について。 

  ～意見書 朗読～ 

 

 意見案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書について。 

  ～意見書 朗読～ 

 

 意見案第６号 ２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書につ

いて。 

  ～意見書 朗読～ 

 

 意見案第７号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態に応

じた高校づくりの実現を求める意見書について。 

  ～意見書 朗読～ 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、４件について一括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 この意見案４件については、討論を省略し、採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第４号 札幌航空交通管制部の存続・充実を求める意見書についてを採決

します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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、意見案第４号 札幌航空交通管制部の存続・充実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（村尾富造君） 

 次に、意見案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書についてを採決します。この採

決は、起立によって行います。 

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

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書については、原案のとお

り可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案第６号 ２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見

書についてを採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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、意見案第６号 ２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向け

た意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案第７号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域と子どもの実

態に応じた高校づくりの実現を求める意見書についてを採決します。この採決は、起立によっ

て行います。 

 本件は、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、意見案第７号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子ど

もの実態に応じた高校づくりの実現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（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 ただ今可決されました、４件の意見書の提出先並びに内容の字句等については、その整理を

要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 

 

●日程第１８  意見案第８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１８ 意見議案第８号 平成２５年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書につ
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いてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 意見案第８号 平成２５年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書について。 

  ～意見書 朗読～ 

 

○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、意見案第８号 平成２５年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書について

を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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、意見案第５号 平成２５年度北海道地方最低賃金改正等に関する意見書につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等について、その整理を要するも

のについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１９ 発議第１号 議員の派遣についてを議題とします。 

 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
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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。 

 

●追加日程第１  議案第４４号 

○議長（村尾富造君） 

 町長より、議案第４４号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第３号）が追加提出され

ました。これを日程に追加し、追加日程第１とし、協議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。 

 議案第４４号を日程に追加し、追加日程第１とし、議題とすることに決定いたしました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 追加日程第１ 議案第４４号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（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。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第４４号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第３号）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、去る６月３日に向陽美里地域で発生いたしました、湧水災害復旧に関

わる経費を補正するものであります。 

 補正の総額は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ７８４万４千円を追加し、

予算の総額を４４億９２２万５千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申し上げます。 

 別冊追加議案用審議資料により、事業の概要について説明を申し上げますので、１ページを

お開きください。今回の補正につきましては、湧水災害初動作業に関わる工事及び融出水の排

水確保に関わる美里第９道路東側明渠側溝の復旧工事を、災害復旧費で計上するものでありま

す。明渠側溝につきましては、今後大雨や春先の雪解け期間等の状況を踏まえ、対策の必要性

が生じた場合には、対応していくこともありますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 それでは、別冊追加議案用事項別明細書により説明を申し上げます。歳出より説明いたしま

すので、２ページをお開きください。災害復旧費・２目美里地域湧水災害復旧事業費・工事請

負費は、湧出水に関わる復旧工事請負費５７７万４千円及び第９道路側溝に係る復旧工事請負

費２０７万円、都合７８４万４千円の歳出補正であり、歳入はすべて地方交付税で予算措置し

ております。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから、質疑を行います。 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 突然の自然災害と言うか、湧水が予期しない所から出まして、町の初動体制によって、万全

を尽くして復旧に当たっていただいた関係者の皆さんに心から感謝申し上げますとともに、被

害に遭った農家の方にお見舞い申し上げたいと思います。 

 今後のことですが、今、美里第９道路の側溝費ということで予算組みされましたが、昨日時

点で湧水も相当減っているということで安心はしましたが、今後の予測はつかないわけで、も

ともとその向かい側に、自然に流れる排水はあったということで、開発とも協議しているとい

うことですが、一番上に大きな舗装道路の大排水もありますし、今、応急的な措置をしても、

また湧水が起きないとも限りませんし、今後、開発と関係用地の下の河川までの関係の対応は、

どのようにしていくのか、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ただ今の、今後の湧水の処理の方法でございますが、町当局といたしましても、どのような

処理になるのか、まだ確定をしておりません。また、今、開発建設部あるいは振興局の方で、

地下水の調査をしていただくという段階でございまして、その調査が１年間調べなければ、な

かなか水の流れ、地下の状況かわからないということもございまして、１年間調べてみたいと

いうお話もいただいております。ただ、その間、集中豪雨等々があった場合には、どのような

ものになるのか。今、掘りました畑の部分の明渠については、そのままにしていただいて、現

在は水が枯れておりますので、美里第９道路の東側に掘りました側溝について、原形復旧をし

たいということで、町当局としては進めたいと考えてございます。恒久的な対策、いわゆる将

来的な対策につきましては、議員の皆さんにも現場を見ていただいたのですが、東側に流れる

のが自然な流れなのかなと。また、西側に逆勾配で応急的に掘ったわけでございますが、そこ

にも沢がございますので、恒久的な事業としてどういった事業ができるのか、最も良い事業を

開発あるいは振興局とも協議しながら進めていきたい。その時には、地権者のご協力もいただ

きながらやっていきたいなとは考えてございますが、現況としては、そういった考えでおりま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 傾斜的には西側が、いや、東側が良いということなのですが、一時、突発的に出た時に、一
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番水の止まった所の下が畑みたいなのですが、その辺の水の処理の最終終着点は確保できるの

かどうか、わかりますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 そこが東側には流末的の川がございませんで、そこまでの側溝を掘るのか、あるいは逆勾配

でありますが、西側の方の沢に落とすのがベターなのか、その辺はまだ調査等の結果を見なけ

れば、町当局としては今の段階では判断できない状況でございます。また、例えば東側に側溝

をということであれば、所々に沈砂池を設けて、また、町有林の敷地もございますので、今も

現に沈砂池は掘っておりますが、その辺の細工をしながら、沈渣させながらいくのがベターな

のか、その辺は今後の協議の結果だと思っております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 最大の災害を考えて、それを頭に置いて、今後の対応を図っていってもらいたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 あの地域の方々の皆さんのご協力もいただきながら、どれが一番良いのか、皆さんと協議し

ながら、町としてできること、それから、地権者としてできること、いろいろあろうかと思い

ますが、今後協議しながら進めていきたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 関連で確認をしておきたいと、このように思いますが、今回の補正で、この美里第９道路の

災害に掘りました側溝で道路の復元をしていく。こういう中で、湧水は今現在、収まっている

ということですが、いつ、どういう状態になるかということを踏まえて考えた時に、もし、起

きた時に、また同じような方法を取るのかどうなのか。今、協議されています振興局、開発あ

るいは受益者、そういう関係の中で、恒久的な事業の展開というものが確実に進めることがで

きるのかという点について、まず１点お伺いしたいのと、できるとしたら、その時期はいつだ

と捉えているのか。そういう環境の中に置くとしますと、今回の災害で応急的に掘って、そし

て今回、道路を整備し直すわけですが、また来年の春までに、その整備が不可能だとした場合、
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もしも湧水が起きたら、また同じように掘らないとならないという現実が起きてくるかと、こ

のようにも思うわけであります。そういうことの中における災害の中に、度々重なっていく場

合は、これは災害ではないわけでありまして、そういうことを踏まえた中に、早急にこの問題

について、どういう考え方でこの明渠なり、その排水になり、という考え方を取られていくの

か。 

 これから１ヶ月後くらいに、大型コンバインの走行等によって、どうしても道路整備をして

いかなければならないということもあります。ありますが、これが恒久的な展開として、来春

までにできないとした時、来春に同じような湧水が起きるとは限りませんが、起きるという前

提のもとで考えた時に、このような問題についての対処の仕方というものを、きちっと今日明

確に方向性について、どういう形で進んでいくのかを提示していただきたいと、このように思

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 繰り返しになるかもしれませんが、今考えてございますのは、まずは西側の沢に今、逆勾配

でございますが、西側の沢に最終的には水は流れております。ただ、美里第９の一番最初の湧

水の所で、道路横断をさせれれば一番良いわけでございますが、常任委員会、協議会でも、議

運のほうでもご説明申し上げましたとおり、沢まで耕作されている方、あるいは暗渠をされて

いる方がいらっしゃいますので、今後、その方とも十分協議しながら、何かあった時にはそち

らの沢に流させていただきますという、了解も取りながら進めていく。また、東側については

全部が逆勾配のほうに流れるわけではございませんで、現場を見ていただいたとおり、東側に

も流れるわけでございまして、東側のほうにつきましては、今後、地域の皆さんで作っている

沈砂池もあり、町有地に町有林の中に作りました沈砂池もあり、その辺の所の拡大の協力もい

ただきながら、また、町は町として、どういった沈砂池を設けて浸透させていくのか。その辺

を検討して、凌ぐしかないのかなと考えてございます。 

 あと、恒久的な、いわゆる将来ともにどういった方法が一番良いのかというのは、先ほど来

申し上げておりますように、開発あるいはオホーツク振興局での調査結果を待って、技術的な

アドバイスをいただきながら、例えばいろんな事業を、こういった事業が良いですよとか、い

ろいろ技術的なアドバイスをいただきながら進めていきたいと考えてございます。 

 今後どういった水の流れが出てくるのか、地下のことですので、私どもも予測ができません

が、そういった体制をとっていくべく、準備をしていきたい。地権者との協力を話合いなり、

協力を要請しながらいきたいと考えてございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 本当に予期せぬことで、大変な状態で今復旧、湧水が現段階で収まっていると言いますか、
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そういう環境は非常に喜ばしいわけですが、来春、そういうことが起きる可能性が非常に高い

という判断のもとに、後手後手に回らない事業費のかけ方、整備の仕方、それと同時に、この

湧水が出ていることによって、その他の部分に流れていったほ場に対する問題というのは、町

の問題として取り上げていかないとならない場面、あるいはこの明渠を今後掘っていく場合に

は、補償問題が当然出てくるでしょうし、地権者と話合いやいろんなことが出てくるわけです

が、その前提にある用地、その湧水のこの解釈の決し方というのは非常に難しいと思うのです

が、トータル的に後手後手にならないように、きちっとした形の中でこの災害の繰り返し、減

災にしていくための整備を怠らないように、一つよろしくお願いをしておきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 毎年のように融雪の災害は、多からず、少なからずあると認識してございます。そこで町で

責任を持つもの、あるいは地権者として責任を持つもの、いろいろ区別していかなければなら

ないというところもありますが、今回につきましては、皆さんご承知のとおり、大量の水があ

って、町として支援をしていこうということで、皆さんのご理解をいただきながら、進めてき

ているものでございますが、今後、どういった水の出方等々あるかもしれませんが、きちっと

した対応をしていきたいと考えてございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 これで、質疑を終わります。 

 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４４号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、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４４号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第３号）は、原案のと

おり可決されました。 

 
○議長（村尾富造君） 

 これで、本日の会議は全部終了しました。 
 会議を閉じます。 
 平成２５年第４回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 
                               閉会 午前１１時１８分 


