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平成２５年第７回清里町議会定例会会議録（１２月１７日） 

 

 平成２５年第７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。 

議会報告第１号 平成２５年度定例監査の結果について 

諮問第 １号  人権擁護委員候補者の推薦について 

一般質問    ２名 ２件 

議案第５５号  町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第５６号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

議案第５７号  清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

議案第５８号  清里町農業集落排水施設条例の一部を改正する条例 

議案第５９号  農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の一部を改正する条例 

議案第６０号  清里町農山漁村体験施設条例の一部を改正する条例 

議案第６１号  緑清荘条例の一部を改正する条例 

議案第６２号  緑温泉条例の一部を改正する条例 

議案第６３号  斜里岳山小屋設置条例の一部を改正する条例 

議案第６４号  清里町簡易水道条例の一部を改正する条例 

議案第６５号  町道路線の廃止について 

議案第６６号  平成２５年度清里町一般会計補正予算（第６号） 

議案第６７号  平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第６８号  平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号） 

意見案第１１号 ２０１４年度地方財政の確立を求める意見書について 

意見案第１２号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書について 

意見案第１３号 「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の中止」を

求める意見書について 

意見案第１４号 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書について 

意見案第１５号 平成２６年度畜産物価格決定等に関する意見書について 

意見案第１６号 ＴＰＰ交渉から脱退することを求める意見書について 

発議第 ３号  議員の派遣について 

意見案第１７号 日本型直接支払制度の創設及び経営所得安定対策等の見直しに関する

意見書について 
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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７回清里町議会定例会を開会いたします。 

 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１番 前中康男君、２番 池下昇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、各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、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・行事等の出席状況についてであります。１０月２５日、

斜里町において、８町の議会議員が参加し、北網ブロック町議会議員研修会が開催されました。
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株式会社山口油屋福太郎 代表取締役社長 山口毅氏によりまして、地場商品における地域産

業振興について講演を受けております。１０月３０日、オホーツク圏活性化期成会秋季要望活

動が行われ、村尾議長が期成会副会長として、記載の内容について北海道知事、道議会議員に

対し、要請活動を行っております。１１月２日、東京清里会総会が開催され、村尾議長が町関

係者とともに出席しております。会員との情報交換及び交流が行われました。２ページをお開

きください、１１月１０日、北見市において、平成２５年度自由民主党移動政調会が開催され、

村尾議長が出席し、懸案事項についての要請を行っております。１１月１２日、斜里郡３町議

会議長により、日本赤十字社への要請活動を行っております。斜里郡３町の基幹病院でありま

す小清水赤十字病院の医師派遣について、要請を行いました。１１月１３日、第５７回町村議

会議長全国大会が東京で開催され、村尾議長が出席しております。決議、特別決議の内容は７

ページ～１２ページに添付しております。また、記載の要望事項２４項目について、関係省庁

に要請活動がなされたところであります。第３８回豪雪地帯町村議会議長全国大会については、

議長全国大会に引き続き開催され、１３ページにあります事項が決議され、また、記載の要望

事項８項目について、関係省庁に要請活動が行われたところであります。４ページをお開きく

ださい。１１月２１日、北網ブロック市・町議会正副議長会議が北見市で開催され、北見市議

会、網走市議会を含む１０市町議会正副議長により、共通する課題について協議・情報交換が

行われました。１１月２９日、斜里郡３町議会の副議長・常任委員長で構成される斜里郡３町

議会連絡協議会が斜里町で開催され、３町の共通する課題について協議がされました。一般事

務組合の会議等及びその他会議・行事等について。記載の会議・行事等に議長、副議長、所管

常任委員長をはじめ、各議員が出席しておりますので、ご報告申し上げます。 

 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。 

 ６ページをお開きください。３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２５年９月分、

１０月分、１１月分について、１４ページ～１６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。 

 ４点目、平成２５年第７回清里町議会定例会説明員等の報告について。１７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。 

 

○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の主要事業の報告であります。１点目の斜里郡３町終末処理事業組合議会の

第３回臨時会の結果についてであります。去る９月２５日、斜里町総合庁舎２階大会議室で開
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催されております。付議案件といたしましては、記載の３件でございまして、①の工事請負契

約の締結につきましては、本年度より２カ年の継続事業として実施をいたします、終末処理施

設改築工事の請負契約の締結につきまして、法に基づき議決を求めたものでございます。②の

平成２５年度一般会計補正予算（第２回）についてでございますが、人件費の減額補正となっ

てございます。③の監査委員選任の同意の件でありますが、小清水町の監査委員であります中

島正喜氏の選任について同意を求めたものでございます。いずれも３件ともに原案どおり可

決・承認がされてございます。 

 次に、２点目の国道３３４号道路整備促進地域連携会議総会及び要望についてでございます。

去る１０月８日に総会が小清水町において開催がされました。記載の２件につきまして、それ

ぞれ報告・協議が行われたものでございまして、原案どおりに２件とも承認がされたところで

ございます。なお、要望活動でありますが、網走開発建設部に対しましては１０月１７日、北

海道開発局に対しましては１０月２８日、連携会議構成の市町長によりまして、国道３３４号

の早期整備促進について要請活動を行ったところでございます。 

 次に、２ページをお開きください。３点目のオホーツク圏活性化期成会秋季要望についてで

あります。１０月３０日、活性化期成会の市町村長及び議長におきまして、総務班、総務文教

厚生班２班、農林水産班、建設経済班の５班を編成をいたしまして、北海道に対し秋季要望活

動を行ったものでございます。私は総務文教厚生１班といたしまして、関係の首長及び議長と

ともに記載の６項目の要望事項につきまして、関係部局に対し要請活動を行ってまいりました。 

 次に、４点目の平成２５年度自由民主党移動政調会についてであります。１１月１０日、北

見市で開催されておりまして、本町からは町議会議長、農協組合長、観光協会長が出席をいた

しております。記載の８項目につきまして、武部代議士、高橋道議会議員、北原道議会議員に

対し要請活動を行ったものでございます。 

 続きまして、５点目の北海道横断自動車道北見・網走間建設促進期成会秋季要望についてで

ございます。１１月１３日に北海道及び北海道開発局に、１４日には武部代議士、舟橋代議士

他道内選出代議士及び国土交通省に対しまして、記載の要望活動を行っております。 

 続きまして、３ページをご覧ください。６点目の全国町村長大会についてであります。１１

月２０日、東京都のＮＨＫホールで行われております。全国町村会会長の挨拶の後に、安倍内

閣総理大臣他４名の方の来賓挨拶と、大森東京大学名誉教授の講演に続きまして、大会次第に

よりまして記載の特別決議１件、大会決議７件、大会意見３４項目にわたり要望を採択いたし

まして、内閣府及び関係省庁に要請活動を行っております。 

 次に、７点目の火災の発生についてであります。向陽６３番地の農業経営者 岡本芳憲氏よ

り、１１月２６日午後８時３９分に車庫及び倉庫より出火との火災通報がありました。消防車

４台と本部及び第１分団団員の出動、消火作業によりまして、午後１１時４０分に鎮火をいた

しております。現時点では出火原因は不明とのことであります。なお、焼失の程度であります

が、倉庫及び車庫３棟で３９２平方メートルが全焼いたしております。 

 次に、４ページをお開きください。大きな２の主要事業の執行状況についてであります。１

の議決工事の進捗状況でありますが、まず、１２月１５日現在における平成２４年度繰越工事

の進捗状況でございます。公営住宅建設工事につきましては、記載の工期・工事内容により実

施されておりまして、現在、内装及び外構の施工中であります。進捗割合では７１％となって

おります。次に、同じく１２月１５日現在における平成２５年度工事の進捗状況であります。
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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１０月３０日をもって完

了いたしております。次の、パパスランド外構整備工事及び戸籍事務電算化業務委託、清里町

清掃センター長寿命化改修工事につきましては、記載の工期・工事内容により事業を実施して

いるものでありまして、それぞれ記載の工程を施工中でございます。進捗割合では、パパスラ

ンド外構整備工事では８０％、戸籍事務電算化業務委託では１２％、清里町清掃センター長寿

命化改修工事では９８％となっております。 

 次に５ページをご覧ください。大きな３の主な会議・行事等の報告についてであります。開

町７０周年記念第３６回斜里岳ロードレース大会につきましては、９月２２日に生涯学習総合

センター前をスタート及びゴール地点として開催されております。本年は清里町１１５年・開

町７０周年記念の記念事業としての実施をさせていただき、ハーフマラソンの部の新設と市民

ランナーの谷川真理選手をゲストにお迎えいたしまして、出場者６９８名、大会役員２００名

のご協力をいただき、盛会に開催がされております。なお、大会の前日には前夜祭としてそし

て、当日はローカルフードフェスティバルも同時開催をいただき地域食材のＰＲと選手をはじ

め、地域の多くの関係者との交流が行われたものでございます。 

 次に、清里町顕彰式・表彰式についてであります。１１月１日、町民会館で開催されており

ます。９名・１団体の方々に対し、顕彰条例及び表彰規則に基づき顕彰状・表彰状を授与させ

ていただいたものであります。授与されました皆さんに対しまして改めて心よりお祝いを申し

上げます。 

 次に、東京清里会の総会についてであります。１１月２日、東京 レストランサンミにて開

催されました。清里町からは町議会議長、教育委員長、商工会会長、観光協会会長、町農協参

事、そして私と事務局２名の全体８名の参加と、札幌清里会、東京女満別会、東京斜里会、東

京大学陸上部からもそれぞれ代表の方の参加をいただく中、東京会からは岡本会長他５６名の

方が参加され、岡本会長の挨拶に続き、清里町から今年の出来事や町政の取り組み、関係機関、

団体からはそれぞれ活動状況等について報告をいただき、参加者全員による交流・懇談が行わ

れ、盛会のうちに終了いたしたところであります。 

 次に、清里町地域振興懇話会についてであります。１１月６日、町民会館にて開催されてお

ります。記載の関係機関・団体の代表の方々の出席をいただき、今年度の町の主要事業及び施

策並びに事業の進捗状況などについて報告をさせていただいた後に、各関係機関団体よりそれ

ぞれ情報提供とまちづくりや地域振興方策等についての意見交換が行われたものでございます。 

 次に、自治会長会議でございます。１２月１０日、町民会館で開催されております。年末年

始における公共施設の利用や、冬期間における除雪体制など、当面する事務事業の周知・連絡

及び依頼事項等につきまして、所管課より説明をさせていただいたものでございます。 

 以上申し上げ、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。 
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●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。１点目、平成２５年度オホーツク管内市町村教育委員

大会について。１２月４日、網走市において開催され、教育委員３名が出席をいたしておりま

す。管内の教育委員が一堂に会し、各講師から喫緊の教育課題等について講演を受け、研鑚を

深めました。 

 ２点目、光岳小学校創立百周年記念式典及び祝賀会について。１２月８日、光岳小学校体育

館及び町民活動施設において、協賛会 前中康男会長の主催により、記念式典２９２名、祝賀

会２４０名の多数の出席のもと、盛大に開催されました。式典の最後には、昨年よりこの日の

ために練習を重ねてきた児童による清里竜神太鼓の元気な演奏が披露され、節目を飾っており

ます。 

 大きな２、主な会議・行事等の報告であります。１点目、清里高校生海外派遣研修事業につ

いて。１年生２５名、随行教員、職員合わせて一行２８名が、９月２０日～２９日までの１０

日間、ニュージーランドのモトエカ町、ウエリントン市での研修を終えて無事帰町いたしまし

た。清里高校の姉妹校、モトエカ高校での体験入学や市内研修、ホームステイなど、異文化に

触れ、貴重な研修となりました。 

 ２点目、第２２回清里町スポーツフェスティバルについて。１０月１４日、体育の日、緑ヶ

丘公園を会場に、パークゴルフやゲートカーリング、また小学生向け競技のキッズ・ザ・チャ

レンジに合わせて９４名が参加して開催されました。 

 次の２ページをご覧ください。３点目、第３３回網走管内スポーツ少年団交流剣道大会につ

いて。１１月４日、トレーニングセンターを会場に、管内各地から団体戦に１９チーム、個人

戦に１５３名が参加して開催されました。 

 ４点目、第４１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１７日、ト

レーニングセンターにおいて、各自治会より４チーム６０名が参加して開催されました。 

 ５点目、第５７回清里町文化祭について。１１月２９日～１２月１日の３日間にわたり開催

され、展示部門は１４団体、個人７名の出展、舞台部門は記載の４部構成での発表が行われま

した。また、食事等の提供では自治会女性部連絡協議会などのご協力をいただき、３日間を通

して延べ１，３００人の来場のもと盛会裏に終了いたしております。 

 ６点目、平成２５年度清里町文化賞・スポーツ賞授賞式について。１２月１日、文化祭会場

において、地域の文化振興に寄与し、また、全国・全道大会において活躍されました記載の１

団体・個人２名の方に、教育委員会より文化奨励賞並びにスポーツ賞を授与いたしました。 

 ７点目、清里中学校地域提言発表会について。１２月１２日、清里中学校において、中学３

年生の総合的な学習の時間の一環として、世界に誇れるまちづくりをテーマに、中学生の視点

で考えた清里町の未来のまちづくりについて、提言発表会が行われました。生徒３５人が６班

に分かれ発表があり、町長より１件ずつ提言に対する考え方をコメントをいたしております。 
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 次の３ページをご覧ください。大きな３、教育委員会の開催状況であります。第５回から第

７回まで、記載の内容で開催されておりますので、ご報告申し上げます。 

 大きな４、その他であります。１点目、全道大会の出場結果についてお知らせいたします。

清里高等学校陸上部 第２９回北海道高等学校新人陸上競技大会が９月２５日から釧路市で開

催され、２学年春名秀一さんが男子８００メートルに出場いたしております。 

 ２点目、全国大会の出場結果について。清里小学校の児童の関係でありますが、第７回ベー

テン音楽コンクールが１２月１日東京都で開催され、９月２１日の北海道地区本選ピアノバロ

ックコース小学５・６年生の部で最優秀賞となりました、清里小学校６年吉田永遠さんが出場

し、この全国的な音楽コンクールで５位入賞を果たしております。 

 最後になりますが、第２６回全国健康福祉祭こうち大会、通称「ねんりんピック」が、１０

月２６日から高知県で開催され、５キロメートル男子６０歳代の部で斉藤敏美さんが準優勝、

１０キロメートルの部で島沢栄一さんが６位に入賞いたしております。 

 以上申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（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２５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） 

 それでは、平成２５年度定例監査の結果について、ご報告をさせていただきます。 

 １．監査の期間でございますが、本年１０月２１日～２３日の３日間行っております。 

 ２．監査の対象です。本年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）その他についてを対象として

おります。 

 ３．監査を行った部局等でございますが、町長部局及び各委員会等に行っております。 

 ４．提出を求めた資料等でございますが、（１）各会計の量産執行状況に関する調書から（８）

その他必要に応じ求めた書類について、資料の提出を求めております。 

 ２ページにまいります。５．監査の結果でございます。（１）予算の執行状況でございます

が、まず、監査の方法といたしまして、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、担当者からの資料説明、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てございます。②監査の結果でございます。各会計における予算の執行状

況については、次の３ページ～５ページのとおりでございまして、計画に基づき全般的に概ね
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適正に処理されていることを認めるところでございます。 

 （２）事業の執行状況及び契約の事務処理でございます。①監査の方法といたしまして、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２３４事業のうち抽出によりまして３５事業について監査を実施してございます。

監査の実施に当たりましては、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てございます。また、町民活動施設改修工事、図書館システム

整備業務委託、スポーツ文化施設管理業務委託につきましては、実地監査を行ってございます。

②監査の結果でございますが、事業の執行状況については、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ございます。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、概ね適正と認めるところでございます。 

 （３）その他の監査でございますが、監査の方法といたしまして、公金の取扱いにつきまし

て出納室、札弦支所、緑支所に出向き、実地監査を行ってございます。併せて、両支所にあり

ます防災用備品についての確認も同時に行っております。結果でございますが、支所等の公金

の取扱いは正確であり、事務処理についても適正になされております。また、防災用備品につ

いても適正に管理されていることを認めるところでございます。 

 最後の、６．総括でございますが、予算の執行状況及び事務処理については、法令・条例等

に沿い、概ね適正に処理されていると認められます。また、決算監査等で指摘されていました

業務委託契約については、改善が見られたところでございます。今後とも必要に応じて契約内

容の見直し・改善等を行うとともに、現地での指導・助言を行いながら効率的な業務の推進に

努められたいということでございます。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ございまして、今後の事務執行に当たっては改善対応されたい

としております。 

 以上で、平成２５年度定例監査の結果についてのご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、議会報告第１号 平成２５年度定例監査の結果についてを終わります。 

 

●日程第７  諮問第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 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。副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ただ今上程されました、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、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平成２６年３月３１日をも
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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項の規定により山本眞弓氏を再任い

たしたく、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項は、市町村長は法務大臣に対し、人格、識見が共に高く、広

く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある方の中から、議会の意見を聞いて候補者を

推薦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、人格、識見共に優れた方でありますので、満場でのご同意を賜りますようお

願い申し上げます。 

 なお、任期は平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日までの３年間でございます。次の

ページに経歴などを記載してございますので、ご参照いただきたいと存じます。 

 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。 

 本件については、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。 

 本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 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、原案のとおり推薦するこ

とに決定いたしました。 

 

●日程第８  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 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） 

 事前に通告しております、高齢者施設のあり方について、（１）介護保健施設きよさとの現

状と今後の方向性について、（２）高齢者施設の必要性について、の２点について伺いたいと

存じます。 

 まず１点目の、介護老人保健施設きよさとは、平成１２年度から保健センターとして、最初

は業務委託で運営スタートをされており、その後、平成１７年度からは指定管理者制度で業務

運営を任せておりますが、経営状態は安定的に運営管理と快適な施設の維持に努めると申して

おりますが、その後の結果について伺いたいと思います。また、ケアハウス等についても多様
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な運営方法を模索されると発言されておりますが、この点について伺います。また、期間は１

０年間ということであり、社会福祉協議会に運営委託を任せており、また、地域包括支援セン

ターも同じ体制でありますが、今後の考え方について伺いたいと存じます。 

 次に、高齢者施設の必要性について伺います。平成２５年９月定例議会の決算の質疑の中で、

老健きよさとの平成２４年度の入所は定員７０に対し平均６８．６人、待機者は１４７人、そ

のうち清里町内の者が５９名ということでありますが、平成２５年度はどのような状況になっ

ているのか伺いたいと思います。また、看護師・医師の確保についても今後万全を期していた

だきたいと、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） 

 ただ今の村島議員のご質問についてお答えを申し上げたいと存じます。 

 まず、ただ今ご質問をいただきました、高齢者施設のあり方についての、１点目の介護老人

保健施設きよさとの現状と今後の方向性についてでございます。ご案内のように、介護老人保

健施設きよさとにつきましては、町が平成１２年４月にショートステイを含め入所７０床、通

所リハビリテーション２０人で開設をいたしております。開設当初から清里町社会福祉協議会

に業務委託方式での運営をお願いしてきたところでございます。また、ご案内がありますよう

に、平成１７年には指定管理制度の導入ということで、その時点からは指定管理者制度として

の運営をお願いいたしております。平成２０年には入所を２床増床いたしました。現在はそう

いうことでありますので、ショートステイを含めまして７２床という形になっております。 

 入所の状況でありますが、本年１１月末時点では入所が６５床、ショートステイ４床の合計

６９床での利用となってございます。また、１１月末での入所の待機の関係でありますが、清

里町で６０名、斜里町で５８名、小清水町で２１名、その他の市町村で１２名、合計で１５１

名となってございます。現在、職員数は施設長であります医師を含みまして、５３名での職員

体制をとっているところでございます。医師の確保、また資格職員の確保につきましては、大

変に苦労している状況にあります。但し、法令で定めております各職員の数については、充足

確保されている状況にあります。今後も社会福祉協議会と町が一体となって、職員の確保はも

とより利用者が安心して快適な生活を送れるよう、施設の運営に万全を期してまいりたいと考

えている次第でございます。 

 ２点目は、高齢者住宅の必要性の件でございまして、ケアハウスや地域包括支援センターの

関係について申し上げたいと思います。本町には高齢者で常時介護の必要な方のお住まいとい

う経営の形態の中で、老健きよさとと特別養護老人ホーム清楽園の２つの施設がございます。

先ほど申し上げました老健きよさとの入所床数と特別養護老人ホーム清楽園を合わせまして、

合計１３０床が整備をされているところでございます。 

 また、自立されている高齢者向けの住宅といたしましては、車いす対応のバリアフリー化や

オール電化施設を導入した町営住宅として、平成１５年及び１８年に羽衣団地に２棟１２戸が

整備をされております。しかし、介護による支援を望めない方や、独居高齢者、また高齢者夫

婦世帯の方にとりましては、老健施設や特養施設への施設整備と併せて、自分たちが住めるケ
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アハウス的な軽費老人ホームと言いますか、そういうような内容のものについての充足を必要

とされている部分が生じてきていることも事実かなと思っております。 

 従来のケアハウスにつきましては、６０歳以上の方が対象でありまして、高齢のために独立

して生活することには不安があるという方向けの住宅ということでスタートをいたしましたが、

現時点では介護者または要支援者、そうした方を対象とする施設に切り替わりつつあるという

のが現状でございますので、町といたしましてはそういう施設との中間施設としてのケアハウ

ス、そういうものを今後必要性を感じているわけでありまして、そういうような中での整備を

検討していきたいということでございます。 

 また、地域包括支援センターの関係につきましても、平成２４年に町から社会福祉協議会へ

委託をしたところでございます。全体的な福祉介護サービスの調整役としてのセンターの機能

についてもお願いをしているわけでございまして、それぞれ現在、全体的な部分としての活躍

をいただいているところであります。基本的に町の方から職員を今派遣しながら運営をしてい

るというのが実情でありまして、これらについて、早い機会にそれらの職員を自前で社会福祉

協議会の方にお願いをしながら、運営がされることを望んでいるわけでありまして、全面的に

町においても職員等の採用についての支援をしているところでもございます。 

 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） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ただ今、町長からは（１）につきましては明確に答弁されておりまして、今後、高齢福祉に

ついては、残り少ない任期も１年３ヶ月余りしかございませんが、総合的にこれを実行してや

っていただきたいなと望みます。 

 次に、（２）の再質問ということでさせていただきますが、全国的に超高齢化社会を迎えま

して、現在、町内全体で６５歳以上の高齢者、わが町清里町で何名ほどおられるのか、まず伺

いたいと思います。 

 また、介護保険制度による清里町第５期介護保険事業計画に関わる介護保険施設について、

待機者のためにもですね、隣町では２０床から３０床ということで今、建設をされているよう

でありますが、わが町としても、委員会では微増というようなことを課長さんからお聞きして

いるところでありますけれども、やはり、待機者が多ければ多いなりに新築・増築をする考え

はあるのかないのか。この点を伺いたいなと思います。 

 

○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２点について、お答えを申し上げたいと思います。 

 まず、１点目の清里町全体での６５歳以上の人口等の関係でございます。全体では１１月末

現在で６５歳以上の方々は１,４８３名という数字になってございます。町の全体の現在におけ
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る人口が約４,４１０名ということでありますから、高齢化率は３３．５％を超えたというよう

な状況になっている、これが実態でございます。 

 続きまして、２点目の介護保健施設等の増床の関係でございます。現在、清里町内には先ほ

ど申し上げましたように、介護保健施設きよさと、老健ですね、これと特別養護老人ホーム清

楽園の２カ所がございまして、全体で運営をいただいているということでございますが、現状

といたしまして、町内の１,４８３名の先ほど申し上げました６５歳以上の人員については、こ

の春とそんなに大きく変わっておりません。ということは、そんなに急激に増えてはきていな

いと。但し、全体人口が少しずつ落ちておりますので、どうしても高齢化率としては上がりつ

つあるということであります。それと、先ほどお話を申し上げました、待機者が約１５０名程

度いるということでございまして、これについても大きく待機者が増えたり減ったりもしてい

ないというような状況でありますし、この待機者の中には、本当に必要としてすぐに順番をと

いう方も多くいらっしゃいますが、それ以外にですね、とりあえず申し込んでおかなければな

らんという方も、数多く実態としてはあります。それも、老健での申し込みが先ほど言った数

字でありますが、聞くところによりますと、特養側にも大体は重複して申し込んでいるという

方が相当数おりますので、そういう面においては、まだ実態としてはそれよりは少ないのかな

と、現状的にはそういうふうに思っております。 

 そこで、増床等の考え方でありますが、基本的には今ある１３０床をもって運営をしていき

たいと思っている次第でございます。それぞれ地域密着型の特別養護老人ホームだとか、また、

小清水町さんでは今ある愛寿苑を増床、増築したいということで計画を進めているところであ

りまして、これらは全体的な５次の福祉計画の北海道版、それから管内版の中でそこの認めら

れた部分として増床をしていくということでありますので、その町々の考え方で増床すること

ができない、全体計画の中に入ってこないとだめだということで、それは管内の全体のそうい

う人口割合と、また全道の人口割合、そういうものを含めての全体のベッド数ということにな

っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それで、先ほども申し上げましたように、在宅と施設までの中間施設として、まだ介護だと

か要支援まで具体的に進んでいなくても、一定のご高齢になりましてちょっとした手助けがあ

れば自立して生活できるという、そういう中間施設の必要性というのがこれから求められると

いうふうに思っておりますので、先ほども申し上げましたような、ケアハウス的なものでの対

応を進めていきたいと考えているところでございます。先ほども言いました、国の方では今、

要支援の方々を在宅でのサービスに切り替えていくという方向が示されたところでありまして、

これらについても考えていきますと、やはりそこまでに至る中間者がすごく増えてくるという

ことになってこようと思っておりますので、そういう中での対応をしていきたいと思っており

ます。これらについて、北海道、また厚生省の方に照会をいたしましたところ、要介護や支援

の方だけでのケアハウスということでなくて、従来型についてもまだまだ可能性はありますよ

ということでの回答をいただいておりますので、その方向を目指して今後とも検討を加えてい

きたい。具体的な作業を進める段階では、委員会とも十分に協議をしながら、整備に向けた方

向性を出していきたいと考えております。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 
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○７番（村島健二君） 

 先ほどちょっと申し忘れたのですが、（１）のところで指定管理者制度について伺っている

わけでありますが、これにつきましては、改めて時期を見て質問させていただくことにいたし

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、再々質問という形で、最後になるかと思いますが、平成２５年度の町政執行方針

の中でもいろいろな制度に対しても、特に障害者福祉自立支援法など新制度への移行に対して、

どのような考えで今後対処していくのか伺いたいのと、さらに高齢者福祉サービス、今後とも

一層充実するよう要望して、私の最後の質問といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 高齢者や障害を持たれている方々に対する福祉サービスの関係でございますが、従来とも町

においては、町民の福祉の向上のためにそれぞれのサービスを展開させていただき、また、社

会福祉協議会にも委託事業としてサービス事業等について実施をいただいてきたところでもご

ざいます。私になりましてからも、高齢者福祉という形の中で、それだけではありませんけれ

ども、在宅でのキットの設置だとか、また医療関係という形の中では、肺炎球菌ワクチンの高

齢者に対する支援だとか、そういうものも展開をさせていただきました。また、それ以外の全

体的な福祉サービス等についても、それぞれ実施をさせていただいてきたところでございます。 

 引き続き、先ほどの中間施設的な部分を含めて、これから高齢者の方々は当分の間は減りま

せん。大きく増えていくということもありませんけれども、当分の間は減っていきませんので、

そういうご高齢の年齢がだんだん積み重なってきているというのも事実でありますから、そう

いう人方が安心してこの地域で暮らしていけるような施策として、いろんなものが考えられる

と思っておりますので、今後とも委員会と十分に連絡をとりながら、連携をとりながら、必要

な施策については展開を考え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思いま

す。 

 

○７番（村島健二君） 

 以上で終わります。 

 

○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、田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 先に通告のとおり、平成２６年度に向けての町の重点施策について、３項目に分けて町長に

お伺いをしたいと思います。 

 １点目の、地域経済への取り組みについてでありますが、町長の基本姿勢であります「みん
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なでつくる明日のふるさと、町に活力とにぎわいのあるまちづくり」を基本とし、行政執行が

なされているところでありますが、わが町においても、少子高齢化が確実に押し寄せ、厳しい

状況にあると言えます。 

 こうした中、近年の大型店舗の閉店、レストハウスの閉鎖など、地域経済の低迷が目立った

年でもあります。一方、行政の取り組みとして店舗出店等交付金事業または店舗改修補助事業、

住宅リフォーム促進事業、自然再生エネルギー活用事業などを推進をされてきたところであり

ますが、過去の実績、成果、今後の考え方について、お伺いをしたいと思います。 

 また、本定例会に提出されます、来年４月により実施されようとしている消費税３％上乗せ

の条例、下水道料金らの公共料金の３％値上げについてであります。一方では福祉灯油の実施

も行っているところでありますが、低所得者には大変な生活を余儀なく送っていかなければな

らない時代に入るかなと、このように思うわけであります。このような現状を町長はどのよう

に踏まえておられるのか。この点についてもお伺いしたいと思います。 

 次に、来年度から新年度までのつなぎとして実施しております、１２月補正の地域振興対策

の成果について、どのように捉えているのか。この点についてもお伺いをしたいと思います。

１点目はこの３つについてお伺いをしたいと思います。 

 ２点目でありますけれども、じゃがいも焼酎事業に向けた方向性でありますが、じゃがいも

焼酎醸造・販売から４０年を迎え、４０年を節目に、新たにボトル・ラベルのデザインを２年

間かけて最終報告会で出されたわけでありますが、この４０年を経過し、町民への信頼もかな

りできてきたのではと、私なりに思うところでありますが、新しくなる清里焼酎をどのように

販売を進めていくのか、販売戦略等についてもお伺いをしたいと思います。 

 ３点目でありますが、庭園のまちづくり構想へ向けた今後の事業展開について。庭園のまち

づくりについては、第５次清里町総合計画の理想の将来像として掲げた「人と自然がともに輝

き躍進するまち」を目指し、具体的な景観環境づくりや地域の活性化に向けた取り組みを進め

ていると思っていますが、今年６月に町の観光拠点の１つであったレストハウスが経営をやめ、

観光客が素通りしたことで、少なからず焼酎の売り上げや町の経済効果に影響があったと感じ

ております。その後、レストハウスの営業者の募集を２回にわたって行っていますが、結果的

には応募がなかったと聞いております。庭園のまちづくりにおいて、重要な施設の１つではな

いかと考えていますので、今後、レストハウスの方向性やふれあい広場、焼酎工場を含めた一

体的な考えがあればお聞かせを願いたいと思います。 

 以上、３点についてお伺いをしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今、ご質問をいただいた１点目の、平成２６年度に向けての町の重点施策、その中の地

域経済への取り組み、そして２点目の、焼酎事業に向けた方向性、そして庭園のまちづくり構

想へ向けた今後の事業の展開等についてのご質問でございます。 

 １点目の地域経済の取り組みの関係でございますが、国内の景況感、経済の回復感は、アベ

ノミクスによる３本の矢の政策と、また消費税の引き上げに係る駆け込み需要などの影響によ
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りまして、特に輸出産業を中心に改善をしてと思っておりますし、また、ここ数日の新聞紙上

でもありますように、経済が全国的、また全道的に、そして管内的にも回復基調にあるという

ことで、昨日の日銀の短観にもそのような報告が出ております。経済回復は２２年ぶりの上昇

基調ということだそうであります。 

 そうした中にはありますけれども、現状としては、本町の商工業は引き続き厳しい状況にあ

ると認識をいたしております。そうした要因としては、近隣への消費の流出、またインターネ

ット等を通じた通信販売の拡大、そういうような影響は相当受けておりますし、また、残念な

ことに人口も減ってきておりますし、少子高齢化も進んでいるというような中での複合的な要

因によるものだろうと理解をしているところでもございます。そのような影響を受けて、平成

１９年ぐらいから飲食・小売店を中心に閉店をされるお店が増えてきたというような状況であ

りました。こういう状況を何とか少しでも改善をして、町に活力、そしてにぎわいを取り戻す

という観点から、商工業を中心とした各種の支援施策を実行させていただいたところでござい

ます。 

 直接的な事業といたしましては、住宅リフォーム支援事業、店舗改修支援事業、そして新店

舗出店等支援事業、そして新たな支援制度と、中小企業融資制度の改定に伴う設備や運転資金

の融資枠の拡充と年末の特別融資枠の新設、こういう資金面から支援するための施策も強化を

してきたところでもございます。また、先ほどもありましたように一昨年、そして今年度もそ

うでありますから、年明けから新しい年度までのつなぎ事業としての町内向けの緊急的な経済

支援対策についても実施をさせていただきましたし、また、今年度分についても補正予算での

計上をお願いを申し上げているところでございます。それ以外の間接的な支援事業ということ

では、町の単独事業として交付されます各種の補助金や交付金事業等について、可能なものか

ら順次、町内のお店でしか使えない商品券での交付金制度に切り替えを進めてきているところ

でもございます。また、商工会が実施をいたしております各種の商工振興事業に対しましても、

補助率の見直し増額などによりまして、各種事業の展開を積極的に支援をしてきているところ

でもございます。 

 しかし、こうした支援も一方では行っておりますが、なかなか回復基調には上がってこない

というような実態にもございます。こうした状況を踏まえながら、今後さらなる支援対策等に

ついても十分に検討してまいりたいと考えているところでもございます。いずれにいたしまし

ても、行政で行える支援対策には限りがあります。最終的には商店街を維持し、盛り上げてい

くというのは、町民一人ひとりが、いかに町内のそういう施設を利用・活用していくかという

ことであります。要はお店ですから、売り上げがなくなると当然、閉店に追い込まれるという

ことになってまいります。そのようなことで、これからも町民運動としてのそういう町内での

購運動の進展をいかにしてやっていけるか、十分に各方面とも連携をとりながら検討・協議を

加えていきたい。また、議会とも連携をとってまいりたいと考えているところでございます。 

 そういう中で、先ほど申し上げました地域振興対策、それぞれ対応をしてきたところでござ

いますが、実績、それぞれ数字的なものを持ってはおりますけれども、時間が長くなりますの

で、それらについては一覧にしたものを後ほどご覧いただきたいと思っております。よろしく

お願いを申し上げます。 

 それから、今回の消費税の増税に伴って、公共料金が値上げがなされていきます。そうした

中における低所得者への対応の関係でございます。基本的には消費税の増税に伴う対応になっ
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てまいりますので、そうした低所得者への対応については、本来は国の社会保障制度と税の一

体改革の中での対応が必要と思われるわけでありまして、そういう中で現在も国の方では軽減

税率の取扱い等について対応を進めているようでございます。そこに大きく期待をしていきた

いというふうに思っているところであります。 

 但し、町といたしましても、直接的な消費税に関わる低所得者対応というのはなかなか難し

いかなと思っておりますが、福祉対策のそういう観点からとしての福祉、他の福祉施策との均

衡を十分に図っていかなければならないと考えておりまして、今後、各種制度・施策について

の検討を加えてまいりたいと考えているところであります。 

 なお、今回の消費税対策とは全く別でありますが、今日的に灯油が高騰いたしております。

まだまだこの冬期間、長い日が続くと報道されておりますので、これらの対応について低所得

者向けの福祉灯油としての措置を、今議会でお願いをする予定といたしておりますので、これ

についてはご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 次に、焼酎事業に向けた方向性でございます。ご案内のように、昭和５０年に国税局に町職

員を派遣して、この焼酎事業がスタートを切ったわけでございます。全国的な一村一品運動の

先駆けとしての取り組みでございました。そうしたことから、清里町の知名度もこのために大

きく向上いたしましたし、また、いろんな面での対応が取られてきたと。視察も多く受けまし

た。それらの中では相当な全体としての相乗効果があったと理解をいたしているところでござ

います。また、製造にあたりましても、工場が昭和６０年に新たに建設をいただきましたので、

能力といたしましても２００キロリットルの能力を所有しております。一時は約半分の９０キ

ロ以上の製造したこともございますが、その後、第３次の焼酎の消費ブームが徐々に衰退して

いく、また、全体的なアルコールそのものの消費も徐々に落ちてきているというような中で、

現状の中では苦戦をしているというのが実態でございます。 

 しかし、わが町の誇りとしての焼酎であります。そして特産品としての開発をした、本当に

全国に先駆けて進めたものでございます。これをしっかりと次の時代にもつないでいかなきゃ

ならんという思いで、来年がちょうどその発想から４０年になるわけでありまして、それに向

けて、そうした基盤づくりという部分も含めながら、そして効率的な経営を目指すということ

も含めながら、デザイン等の部分を新たに取り入れ、そしてリニューアルを進めてまいりたい

と考えている所存でございます。今議会の中でもそうした準備に向けた予算措置を提案させて

いただくという段取りで進めておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 次に、庭園のまちづくり構想に向けた今後の事業展開の関係でございます。庭園のまちづく

りにつきましては、現在の清里町第５次総合計画の中にあります、住民参加と協働・共創のま

ちづくりの原点をなす、そういうまちづくりの構想でございます。具体的な構想いたしまして

は森づくり事業、それからウォーキングトレイルの事業、そして観光に類するかもしれません

けれども、全体としてのさくらの滝の事業、そして神の子池の事業、野鳥虹の森の事業、そう

いう事業の組み合わせと、そして花と緑と交流のまちづくりで現在も進めております各種の事

業を組み上げて、そして清里町ではレストハウス、札弦においてはパパスランド、そして緑へ

とつないでいく線をつくり上げていきたいということでの事業計画でございます。これらにつ

いて、現在も逐次事業の実施を進めているところでございますが、ご案内にありましたように、

その核となるレストハウスが、本年の６月をもって閉店をしたということでございまして、我々

としても計画上、重要な位置づけをいたしておりました関係上、今後の対応について十分に、
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早急に方向性を出していかなければならんというふうに思っているところでございます。何と

か再開をしなければという思いから、早速議会ともご相談をさせていただき、募集手続きに入

ったわけでありますが、１回目の募集が９月末、２回目の募集が１１月末ということで、この

募集に新しい経営陣の方々が手を挙げてくれることを期待をいたしていたわけでありますけれ

ども、現状としては手を挙げてくれる方々がおられなかったということであります。現状の建

物から見ても、当時はブライダル関係を中心としながら、多くの町民の利用をいただくという

ことでスタートをしたわけでありますが、現状においてはブライダルが極めて少ない状況にな

っている。それに対して、建物については当初の形そのものでありますので、それらに関わる

維持管理経費が莫大な金額になりまして、どうしても経営することができないというのが実態

ということでありますので、そういうような中を踏まえながら、今後、その利用形態を十分に

考え、そしてあの地域性も考えながら方向性を決めていきたいと考えているところでありまし

て、現在、町職員によります企画委員会の中で、これらの素案づくりに向けた対応を進め、そ

の準備に入っておりますので、それらの一定の方向性がまとまってきた段階においては、所管

の委員会とも十分に連携を図りながら、これらの結論を出していきたいと考えている所存であ

ります。 

 いずれにいたしましても、焼酎工場、レストハウス周辺については、本町の交流、そして活

性化の拠点となる最重要の場所でありますので、有効な活用に向けての計画づくりに入ってい

きたいという考え方でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上申し上げ、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 今、町長から答弁をいただいたわけでありますけれども、この地域経済の取り組みというこ

とで、店舗出店等の交付金事業、または改修事業、リフォーム、それからソーラーパネルなど

あるわけでありますけども、これについても時限立法ということで、２６年の３月までという

ことになっているわけであります。店舗改修については２７年ということであるわけですけれ

ども、これらの事業についても今後継続をされていかれるのかどうなのか、この点についてお

伺いしたいと思います。 

 

○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。現在も活性化の制度といたしましては、それぞれ住宅リフォー

ム、店舗改修、店舗の新設、それから住宅等の太陽光発電の導入、またプレミアム商品券等の

補助、そして町の単独の清里商品券という、数々の事業を展開をさせていただいているところ

でございます。これらにつきまして、この年度をもって時限立法として終わるという制度も中

にございます。今、ご指摘をいただきましたように、店舗出店等交付金事業、また太陽光発電
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事業、これらの関係、それから住宅リフォームの関係についてもこの年度をもって終わるとい

うことでありますが、まだ昨今の状況では、需要が大きくあると理解をしているところでござ

いまして、これらの制度につきましても、継続延長をしていきたいということで現在、新年度

に向けた予算編成作業の中で進めているというところでございますので、ご理解を賜りたいと

存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 継続ということで理解をいたしたところでありますけれども、この補助金または交付金につ

いてでありますけれども、特に私なりに感じているのは、店舗出店等交付金事業の中身と言い

ますか、商店通りに雑貨屋と言うか、雑貨店と言うか、そういう店舗を開店するにあたっても、

最高限度は３００万。そしてまた何て言うか、喫茶店、スナックなど、そういった部分につい

ても３００万。いろいろ規模によって、そこら辺を判断するのは非常に難しいと思うわけであ

りますけれども、この点についての見直し、それともこのまま継続されていかれるのか。この

点についてお聞きします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の見直しの関係でございます。制度の関係につきましては、基本的に現行で進めてい

る、まだ時限立法として期間の残っているものについては、基本的には今の形をそのまま継続

していきたい。 

 但し、新たな部分として再延長をかけるだとか、そういう制度を新たにスタートさせる部分

についてはですね、そこら辺についても十分に検討を加えていきたいと考えております。その

中で限度額をどういうふうにするか、また、次の制度を何年制度とするか、条件をどういうふ

うにするか等、いろいろ内容的な見直しが必要な部分については、現状に合うような姿を模索

をしながらやっていきたいと考えております。 

 今後の中で予算は予算として計上していきますけれども、実施要綱についてはまだ時間があ

りますので、それらについてはこれからの委員会の中でも十分に協議をしながら、最善の姿を

求めていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 それと各事業について当初予算を組むわけでありますけれども、そういった中で最後にと言

うか、今回ソーラーパネルなどの募集の枠の１５件を超えてと、そういった状況もあるわけで
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あります。他の事業もそういった状況にあった場合に、補正を組んででも推進をされていくの

か。そこで今年の予算はこれまでなので、今年度分については終わりですよと、はっきりとそ

ういうふうになされるのか。そこら辺について、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の予算補正等の関係でありますが、各種事業については、基本的には予算主義であり

ますから、予算に基づいて執行していくということでございます。当初予算では、ただ今ご案

内のありました太陽光発電システムの関係については、１５件を想定いたしました。そして限

度額、これは直接的にはならないのですが、キロワット当たり６万円を限度として最大３０万

円を、１施設に対する補助、そしてこれも１０キロワット以下の施設でということ、これは住

宅という形の中でそういうような対応をとらせていただいております。おかげさまで、本年度

については早い段階で１５件を満たしたということでございます。その満たした段階で、今後

そういう部分についてあれば、ご相談をいただきたいということで、ご案内を前回の最終の段

階で申し上げております。その後、ご相談をいただいた部分がございますので、今回１２月の

議会において、このご相談をいただいた分について、それと、もし仮に漏れている部分があっ

ても困るというような部分を含めて予算を計上していきたいと考えてございます。冬期間に入

ってまいりますので、ご相談を受けた部分についてのみの対応をさせていただき、また先ほど

申し上げましたように、継続事業としての事業を予定いたしておりますので、新たな方々につ

いては、新年度での対応を進めていただくように準備を進めてまいり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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 そういったことで進めていくということでありますが、しかし、そこで職員側も非常に、そ

の後申し込みがあった場合には大変かと思うわけでありますけれども、そこら辺の対応も町民

に不快感のないような対応で、ぜひ対応をしていただきたいなと、このように考えるところで

あります。 

 次に、先ほどの町長の答弁の中で、補助金、交付金については、私もはっきり把握はしてい

ないわけですけども、商品券が地元の活性化、そういった部分で地元商店の商品券という補助

内容、助成内容かと思うわけであります。そういった中で部分的に、育児手当だとかもきっと

そういうことになっているんじゃないのかなと思うわけであります。 

 でも、やはり生活に大変なそういう時期、そういった部分も考慮しながら、何でも商品券と

いうんじゃなくて、場合によっては現金支給とか、そういう部分も再度検討していただきたい

なと、私から要望ということでお願いしておきたいと思います。 

 それと、やはり今年度、補正を１２月の今回の補正で行うと。地域振興対策、これらについ
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ても予算の問題はいろいろあろうかと思うわけであります。そういった中で町長の思い、やは

り町民一人ひとりの意識、やっぱりそういうのが一番大切だと、私もそのように思うわけであ

ります。そういった中で、やはりこの一時的なカンフル剤と言いますか、そういった施策、前

にも同じような質問をしたかと思うわけでありますけれども、カンフル剤も中毒になっちゃえ

ば、ずっとということもありましょうけども、やっぱりここら辺についても、経済状況、その

年の状況に応じた予算のつけ方、そういった部分で今回も１,１００万ぐらいだったかと思うわ

けでありますけれども、そういった部分も十分に、もう少し検討して、やはりこの商店街が、

なかなか今これから頑張っていくというのは、非常に厳しく難しい状況ではありますけれども、

そこら辺も十分に考えながらやっぱり進めていっていただきたいなと、そのように思うわけで

あります。そういった中で、過去にもあった地域振興券ですか、そういったものの発行など、

他にもいろいろあるわけでありますけれども、今後、来年度に向けていろんなそういう考えが

もしあれば、お伺いをしておきたいと思います。 

 

○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。まず１点目の、太陽光発電に係る補正の関係等の内容でござい

ますが、基本的には予算主義でありますから、予算に基づいてやっていくのは当然であります

けれども、この太陽光につきましては、９月の段階で満杯になってしまったということもあり

まして、その後、新たな需要がどれだけ出てくるかというようなこともございまして相談をい

ただきたいと。予定される方は相談をいただきたいということで、相談を受けた部分について

今回やるということで、補正をするということでございます。これらの関係は、来年度に向け

ても先ほど言いましたように継続を予定しておりまして、その段階で新たにどれだけの需要が

見込めるか、できれば当初予算でそれだけの総数が上手に把握できれば最も良いかなと考えて

おりますので、それらについても配慮しながら進めていきたいと考えております。 

 それから２点目の、清里商品券の関係であります。商品券の今直接的な部分として対象にし

ている事業については、スポーツ合宿等の支援対策について。それから住宅の今言った太陽光

発電システムの関係。店舗改修事業、それと子育て支援、保育料の補助の関係ですね。それか

ら店舗出店事業の関係等でございます。それで、ものによっては補助金として数百万の補助金

がありますので、そのうちの一定額を商品券でやるということでありまして、全部をそちらに

切り替えるということでありませんので、現金部分は大きな事業の場合、小さな部分はかなり

の部分が商品券に切り替わっていくという部分はありますが、大きな部分についてはそういう

ようなことでの取り扱いをいたしているわけでありますので、何とかご理解をいただきたい。

これが地元で買っていただく一つの起爆剤にもなってくるだろうと思っておりますので、ご理

解をいただければと思います。 

 それから次に、地域振興と商店での関係でございます。基本的に地域振興事業というような

ことで一昨年、そして今年と、それぞれ事業を展開をしていきたいということで、今議会にも

一部、１千数百万をお願いをしているところでありまして、この内容といたしましては、いず

れにしろ、そんなに経たないうちに更新をしたり改修をしなければならないという、そういう
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事業についての前倒しをやって、この年末から来年の新しい予算編成が終わって実際に動き出

すまでの、その間のつなぎ事業として、特に町内で発注できるもの、これ以外に当初予算で計

上もきちっとするものはしていきますが、今回についてはとりあえず、春先にすぐやっていけ

るという部分についての補正をお願いしたいと。前回もそういうことで進めさせていただいた

わけでありまして、今回もそういう中で何とか少しでも資金が地域に回り始めるというような

姿を求めていきたいと思っている次第でもございます。そんな中で商店の関係、町内でやっぱ

り買っていただくという、この作業が一番大事なのかなと思っております。これらについては

一長一短で、具体的にこれだというのは、なかなか出しにくいわけでありますけれども、最終

的にお店が無くなって不便を感じるのは町民ですし、自分たちが買い支えないと絶対にこれは

無くなるということをやっぱりいかに自分たちの問題として理解をしていただけるか、そうい

うことを粘り強く進めていかなきゃならないだろうと思っているところであります。 

 先ほども言いました、町から対応できる、そういう施策でのお金というのは限られています。

ところが、４,５００人の方々が消費するお金というのは莫大なお金でありますから、そのお金

の何十分の１でも良いですから、町外に流れている分をちょっと地元で利用してもらうという

対応へ向けた切り替えも、合わせてやっていく必要があるだろうというような中で、今後とも

これらについても、関係機関と連携をとりながら進めさせていただきたいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 そういったことで、私もある程度理解をいたしたところでありますけれども、この問題につ

いても、本当になかなか今、近隣に大型店舗ができて、なかなか難しい問題だと思われますけ

れども、これも何とかできる範囲内での地元の消費というのを、私たちも行政側からもやはり

力を入れて町民に周知をしていただきたい、このように思うわけであります。 

 次に、先ほども質問申し上げました、公共料金の値上げに伴いまして、私もよく聞くわけで

ありますけれども、国民年金のみの生活者は、やはり今、介護保険料も前引き、そういったこ

とで介護保険料もわずかですけれども上がってきております。そういった中で今回３％であり

ますけれども、これも報道などの雰囲気的には、これも８％から１０％になって、１５％にす

ぐなっていくような感じも私なりに受けるわけでありますけれども、そういった状況の中で、

先ほど町長も福祉の方での対応はしますが、なかなか税の部分についての免除と言うか、そう

いう部分については難しい。私もそのように感じるわけでありますけれども、やはりそういっ

た場合には現状を素早く把握して、やはりその対応、それに対して対応できる体制を私はぜひ

お願いをしたいなと思うわけでありますけれども、この点について町長、今後何か考えがあっ

たらお願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 今回の消費税の税率改定に伴って、現在の５％が８％へと、３％の税率の増であります。そ

れから経済の状況を見て、２年後にはさらに今の８％を１０％にするというような状況の計画

がございます。それに伴うところの国民の負担と言いますか、かなり大きな額になっていくと

思っております。基本的にはそうした中で、先ほども言いました社会保障制度と税の一体改革

でありますから、そこの部分はきちっと社会保障制度の中で、そういう弱者対策という部分が、

増税になった税金の中で行うというのが、この今回の消費税を値上げする趣旨だったわけであ

りますから、基本的にはその部分で国の責任として税率を上げるわけですから、そこを対応し

てもらうというのが、私の基本的な考え方であります。 

 ただ、先ほど申し上げましたが、それだけではなかなか地域としてはうまくいかないだろう

というようなことも理解をしているつもりであります。全体の福祉対策の中に、これは高齢者

福祉もありますし、障害者福祉もありますし、子供に対する福祉もあります。いろんな福祉が

ありますが、やっぱり弱者としての低所得者向けの福祉対策も当然、そういう中で足並みを揃

え、均衡をとりながら考えていかなければならない事項ではないかと判断をいたしているとこ

ろであります。先ほど申し上げました福祉灯油あたりについても、基本的にその年の燃料が上

がったから云々ということよりも、制度としてその部分をやっぱり構えていく、そういう時期

にもう入ってきたのかなと実は捉えておりまして、新年度に向けてはそこら辺をどういう形で

対応するのが良いのか、ちょっとまだ具体的な制度設計は思いつきませんけれども、そういう

ような形の中に組み込んでいければ良いかなと思っている次第であります。具体的な制度設計

を含めて、新年度予算の中でまた議論をさせていただければと考えておりますので、よろしく

お願いを申し上げたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 国としては税の一体改革と、そういった聞こえの良いフレーズで進んでいるわけであります

けれども、実際やっぱり地方では、大変な生活を強いられている人がまだまだたくさんおられ

ると。また、今後やはりこの介護保険、それから燃料、先ほど町長も申しました燃料、電気、

ガス、いろんな部分で下がる要素というのは本当に無いわけです。これからどんどん、じわじ

わと上がっていくと思うわけでありますけれども、そこら辺も本当に十分に考えて、やっぱり

町民のそういうものに対応していただきたいなと、このように要望をいたしたいと思います。 

 次に、焼酎事業についてでありますけれども、４０年も経過して、ある程度地域にもだいぶ

浸透されまして、そういった中で地元の人の理解、こないだのデザインの最終報告会の中でも、

やはり４０年を経過して、町民の協力が必要だとか、そういった部分も言われていたわけであ

りますけれども、まだやはり、私も耳にするわけでありますけれども、町内で買うよりも、ま

だ他所で買った方が安いという、そういうのも聞くわけであります。そういった部分、やはり

地元の小売店の協力、これらもやっぱり町として少しお願いをして、協力していただければな

と、そのように私は常日頃感じているわけであります。 

 それと、４０年経過し、皆さん本当にじゃがいも焼酎もおいしいということで親しまれてき
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ているところでありますけれども、今後、産業まつりだとか焼酎まつりだともそうだと思うん

ですけども、還元用としての販売もしているわけでありますけれども、そこら辺は今後も特別

に町民用としての還元用、これらについて。あと、たまに飲む人は良いんでしょうけども、や

っぱり毎日飲む人はちょっと財布に負担がかかるのではないかなと。今の現状では。そういっ

た部分で還元用、そういったことも考えておられるのか。その点について、お伺いをしたいと

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） 

 清里焼酎、焼酎事業については、５０年にスタートを切らせていただいたところでありまし

て、来年で４０年になるという歴史を踏まえてまいりました。但し、その内容というのは決し

て安閑たるものでなくて、厳しい状況の中での４０年でなかったかなと思っておりますが、せ

っかくここまで育ったものでありますから将来にきちっと引き継いでいかなければならないと

いう思いでありまして、将来にわたって持続可能な事業運営、そしてまた、わが町の自慢でき

る特産品としてさらに発展を目指すために、デザインからリニューアルをかけていきたいとい

うことで、今鋭意取り組んでいるというところでありまして、これについてのご理解をいただ

きたいと思います。 

 また、今ご意見がありましたように、町内と町外の小売価格ということになりますから、直

接的に製造元がどうしろこうしろと言うことにはなりませんけれども、地元に来たら少しでも

安く買えればなという思いで来られる方が相当いらっしゃるかなと思っているところでありま

す。また、たまたま値段表を見ますと、一定の値段表は大体皆さん同じなんですけれども、札

弦のパパスランドでは９８０円で、浪漫倶楽部ですよ。浪漫倶楽部はそういう値段で。他の物

はみんな同じ内容でありますが、そういう販売の仕方もされておりますので、それは小売屋さ

んの中で、やっぱりいろんな自分のお店の戦略としてどう取り扱っていくかという部分がある

のかなと思っております。町においては従来、卸を通して小売屋さんに町内の部分がいってい

たのですが、平成２４年から町内分だけは卸を通さないで、町から直に卸すということでなっ

ていますので、その分いろんな発想をする幅が随分と広がっておりますので、そうした中でそ

のお店、そのお店の独自の考え方で進めていただければありがたいなというふうには思ってい

る次第でもございます。参考価格的なものは価格決定する時にはある程度やりますけれども、

実際にお店屋さんに対して何ぼにしなさいという指示は製造元ではできませんので、そういう

中でご配慮いただければと思っている次第であります。 

 また、町民還元用の関係であります。今回、基本的にデザインを変えて、瓶も全面的にリニ

ューアル化、デザインを変えてまいる、そういう考え方でおります。今、最もの売れ筋となっ

ております樽に入った、俗に言う浪漫倶楽部ですが、これも変えます。それから原酒も変えま

す。セレクションも変えます。この原酒、セレクション、浪漫倶楽部が最も今の売れ筋の商品

でありますから、この３つに集約をした中で進めていきたい。 

 但し、ＰＢと言って直接販売の方から頼まれる、こういうのを造っていただきたいというこ

とで頼まれる部分がございます。これについては、そこのネーミングを使ってやっております



25 

ので、それはそのまま残していきたいと思っておりますが、これも年間でいきますと何百本し

か出ないのも受けている経過がありましたので、徐々に整理をかけてきておりまして、来年は

一定の数量以下については、そのＰＢも受けないと。在庫ばっかり貯まりますので、そういう

形に切り替えていきたい。そして経営を少しスリム化していきたいと考えております。 

 そうした中で、町民還元用の部分でいきますと、従来から１升瓶を、これは清里町内でしか

売っておりません。これが還元用です。ですから、浪漫倶楽部であれば２本買えば、２．５本

で１升になりますが、値段は２本以下の値段に設定されておりますので、そこでかなり安く買

えます、毎日お飲みになられる方はぜひ１升瓶をご購入いただければなと。１升瓶には原酒も

ございます。これもかなり格安になっており、これも町内でしか売っておりません。町外には

売っておりませんので、ぜひそういうのを利用していただければなと考える次第でもございま

すので、これからリニューアルをするに向かって既存瓶だとかいろんなものもございますから、

そこら辺の整理も含めて今後の対応等も合わせて検討させていただければと考えておりますの

で、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 毎日焼酎を飲んでおられる方については、そういった町内限定の１升瓶、それについても格

安と言いますか、そういった部分で地元に提供をしていただければなと、そのように感じてい

るところであります。 

 やっぱりこれから、先ほど町長も言っていましたけれども、４０年続いた焼酎に誇りを持っ

て次世代に引き継いでいくと。そういった中で、やはり地元の商店の協力、これが大きいと思

うんですよね。行政だけで何ぼ頑張ってもそれには限度があって、やはり小売店の協力が必要

不可欠かなと、このように思うわけであります。町民一人ひとりもやはり焼酎のセールスマン

になったような気持ちで頑張っていく、そういった盛り上げ、これはやっぱり行政として知恵

を絞って進めていただきたいなと、このように思うところであります。 

 そういったところで４０年を節目に今回、この秋に向けてのリニューアルがあるわけですけ

ども、これについて、新たにこの焼酎を販売、それから地域に浸透させるといった部分で、産

業課が今担当になっているわけでありますけれども、グループ制を導入した中で、また、特別

なプロジェクトチームと言いますか、そういったもので進んでいかれるのか。それとも、従来

どおりで進まれていくのか。今回、特に４０年の節目で思い切った行動と言うか、そういうの

も必要かなと私は考えるわけですけれども、そこら辺、町長に何か考えがあればお伺いしたい

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） 

 焼酎の今後の販売等の関係でございます。今回、焼酎を４０年ぶりにデザインを変え、リニ
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ューアルをしていくということで、今作業を進めているわけでございます。当然、これらを進

めるにあたっては、行政だけがいくら頑張ってみてもこれは限度がございます。やっぱり多く

町民の方々にこれを利用してもらい、また、ＰＲもしてもらうというような形で、町を挙げて、

町民挙げてこれを育てていってもらわなければならないと考えている次第でもあります。 

 そうした中にあって、町としても今回の中から焼酎工場単独の事業として進めておりました

のを、グループ制度の中で、全体の、町全体としての仕組みの中に繰り入れてきたわけであり

ます。そうした中で産業課、今は産業課を中心としながら、その中のグループで全体で対応を

させていただいておりますし、いろんな部分でＰＲ活動やなんかも従来であれば焼酎工場の職

員だけでの話でありましたが、今はそのグループという中で全体を通じてやらせていただいて

おります。それをさらに進化をさせていかなければならないなというふうに思っておりますし、

また、焼酎そのものの体制も今は技術職員２名体制ですが、この２名のうち１名が明後年に退

職の年になってまいりますので、もうそれに向けた対応も考えていかなければならないという

ようなことで、そちらの方も新しい技術者の養成もしていく、そういうような段階に入ってき

ておりますので、全体含めて今、平成２５年で現在進めております焼酎事業の中期計画が終了

いたしますので、この２５年度中に、新しい２６年からスタートさせる中期計画の中で、それ

らの部分も含めて計画を進めて、実行に移していきたいというふうに考えているところであり

ますので、ご理解をいただきたいと思います。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 私も町長と同感なわけでありますけれども、やはり販売店、それから地域住民、これらの理

解協力のもとに焼酎の拡大を進めていくと。そういったことでぜひいろんなアイデアを絞って

進めていただきたいと思うわけであります。次に、庭園のまちづくり構想でありますけれども、

２４年９月に庭園のまちづくり構想というのが具体化されて、報告をいただいたわけでありま

すけれども、今回は焼酎工場周辺に絞っての考え方、焼酎工場周辺整備についての考え方につ

いて、具体的にありましたらお聞きしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 庭園のまちづくりの構想計画と、そして焼酎工場周辺、レストハウス周辺の再開発という観

点であろうかと思いますが、庭園のまちづくり構想そのものについては、第５次総合計画にあ

る清里町の自然豊かなこうした景観と、そして、今まで取り組んできた協働・共創のその取り

組みの住民活動と一体化して、清里町の将来的な方向性を「庭園のまち」という方向性の中で、

それぞれの事業を展開していくという計画であります。具体的にその中でレストハウス云々と

いうのは直接的には出ていないんですけれども、全体の第５次総合計画の中でも、その方向性

はきちっと打ち出されております。 
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 そうした中に、レストハウス周辺の再整備をどうしていくかと。これについては、平成２１

年にも商工会においても「まちなか活性化事業」という中で計画が立てられておりまして、そ

の時点でも街中とレストハウスをどう扱うかというような計画が示されてございます。それら

を参考にしながらも進めていかなきゃならないなというふうに感じていたところでありますけ

れども、今回、レストハウスそのものが閉鎖をされたということでございますので、それにか

かる影響というのはかなり大きなものが実際的にはあるかと思います。それで何とか、これは

やっぱりいろんな形でのその再整備と言いますか、やっぱりあそこは拠点としてもう外されな

いと私は思っておりますので、その方向をどういう姿が最もこれからの時代に適して、そして

他のパパスランドとか、他のいろんな宿泊施設との連携の中でどういう形がいいのか、そうい

うものをトータル的に判断をしながら、次の対応を考えていかなきゃならないだろうなと思っ

ております。 

 私はあそこのところが無くなって、そのまま取り壊して終わって、それだけで本当に良いん

だろうかと。基本的には焼酎工場を造った時に、焼酎工場の焼酎をどうあそこで販売していく

かという、そういう中での小売りのそういう部分からのスタートでありましたから、もう一度

原点から考えてみる必要があるのかなと。そういう時代背景にまた移り変わってきているので

はないかなと思っている次第でもあります。 

 先ほども申し上げました庭園のまちづくり構想では清里市街、札弦市街、そして緑へと面か

ら線へ、そして面の展開も。点から線へ、そして面の展開へと進めていくための構想でもあり

ますので、その中にしっかりと位置づけをしながら進めていきたいという気持ちについては、

変わりがないところでありますので、今後、具体的な内容について、また議会、所管の委員会

とも十分に検討させていただきたい。そして私は、いつまでも置いておけるものではないとい

うふうに判断をしております。これはまだ、具体的なスケジュールは決まっておりませんけれ

ども、早いうちにそこを取りまとめをし、早いうちに実施設計なり新しい構想をまとめていき

たい。そして、できるものであれば早いうちに、ここ数年のうちにやれるものであれば手をか

けていかなければならないと。いつまでも、いつまでもそのままに置いておく、そういうもの

ではないと判断をいたしている次第であります。以上申し上げて、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 私もやはり清里を通過する人たちによく見える場所なので、やっぱり町長の言うとおり、い

つまでも、いつまでもああいう状態は望ましくないのかなと感じているところであります。そ

ういった中で、やはり早急な対応、早急と言ってもなかなか問題もあるわけですけれども、そ

ういった対応が私も必要かなと、このように思っているところであります。 

 そういった中で、先ほどいろいろ答弁もお聞きしたわけでありますけれども、レストハウス

の役目も終わったんでないかなという答弁もいただいております。そういった中で、これも町

長の考えとして、来年の３月までに大まかな構想をまとめるのか。６月になるのか。来年１年

かけて１２月になるのか。そこら辺の腹構えはどう思われているのか。その点についてお伺い

したいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 レストハウスについては、何とか誰か新しい方が経営していただけないかということで、募

集をさせていただいておりましたが、現状はいないということでありますので、新たな対応に

向けた取り組みを考えていかなければならないということであります。そうした中で、まずは

どういうスタイルを求めていくかという、その望ましい姿をどうするかというのをやらなきゃ

ならんだろうと。 

 先ほど申し上げましたように、いろんな施設との均衡もありますから、そういうのを含めて

まずそこら辺をまとめていきたい。これを私は、まだスケジュール的に確実にこの線ですよと

いうことはちょっと申し上げられませんけれども、年度内にはその方向性を出したい。その方

向性に基づいた新しい年度では最終の詰めを行って、もし必要なものが出てくれば、来年度中

には実施設計を仕上げておきたい。そして、次の対応をしていきたいと考えております。いず

れの形になるかによっては、やっぱり国や道のそういう支援施策も求める、求めていかなけれ

ばならない部分も生じてくる、そんなことも頭に置きながら、早いうちに構想をまとめ、実施

設計の姿は求めておかなければならないだろうと。実施の時期がいつということにはいきませ

んけれども、そういう部分をきちっと整えた中で進めていきたいと考えております。先ほど来

申し上げておりますように、いつまでも放置しておく、そういう考え方ではないということで、

ご理解をいただければと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 田中誠君。 

 

○８番（田中誠君） 

 なかなか問題も多いわけでありますけれども、ぜひそういった流れの中で、敏速な対応を願

うところであります。常日頃、町長もコスモスロードから焼酎工場、レストハウス、焼酎工場、

そしてパパス、緑の湯と、清里を訪れた人にやはり斜里岳をバックに農村景観を楽しんでいた

だき、そしてまた地元の食材、直売所と、常日頃、私もお聞きするわけでありますけども、そ

ういった形の中で進んでいければなと、私もそのように思いますし、そしてまた、そういった

形の中で交流人口の増加を図っていくと。そういったことで、私も望んでいるところでありま

す。時間まだいいですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 最後にしてください。 

 

○８番（田中誠君） 

 最後に、地域振興事業、そして焼酎事業の取り組み、また、庭園のまちづくり構想というこ

とで、お伺いをいたしところでありますけれども、最後に２６年度に向けて、また、今後に向
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けての町長の新たな考え、また、来年度に向けての事業展開、まちづくりに対する新たな町長

の考えがあればお聞きをし、私の一般質問を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） 

 ただ今の平成２６年度に向けた町政の執行についての考え方ということでありますが、私も

１期４年の任期が来年１年となります。今までも申し上げてきましたように、ちょうど経済が

厳しい状況に入っていたというようなこともありまして、いろんなさまざまな施策、そして地

域振興策を講じてまいりましたし、またその中でも私が最初から申し上げておりました、子育

て、そして教育、医療福祉、これらの展開もさせていただいたところでございます。 

 いずれにいたしましても、当面する諸課題、まだまだたくさんございます。２６年、最終の

年度として、しっかりと今後の部分を仕上げていきたいと考えております。 

 そしてまた併せて、将来必ず必要とされる施策、こういうものも浮上してきておりますので、

しっかりと目出しをした中でこの２６年、最終年度を全力で事業執行に向けて、町民の皆さん

の幸せ向上ために頑張っていきたいと考えておりますので、いろんな面においてご支援をいた

だきますようよろしくお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、田中誠君の質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 ここで議事の都合上、１時まで休憩といたします。 

                               休憩 午前１１時３１分 

                               再開 午後 １時００分 

○議長（村尾富造君） 

 休憩を解いて、会議を再開いたします。 

 

●日程第９  議案第５５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第５５号 町職員の給与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（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第５５号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。 

 次のページをお開きください。本件につきましては、再任用職員の手当支給に関する除外規

定を定めるものであります。第９条の３として、再任用職員に対しては配偶者以外の扶養手当

及び住居手当については支給しない除外規定の１条を追加するものであります。附則は、条例

の施行日を規定するものであります。 
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 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。 

 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 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第１０  議案第５６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第５６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（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第５６号 清里町介護保険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。 

 次のページをお開き願います。今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律施行を踏

まえ、所要の改正を行うものです。附則第５条の次に、延滞金の特例を定めた１条を、第６条

として追加するものです。現在の低金利の状況を鑑み、納税者の負担を低減する観点から、国

税の延滞金の見直しが行われました。それにより、地方税も国税に合わせ延滞金の率を引き下

げております。そこで、介護保険料に係る延滞金につきましても、地方税の改正に基づき見直

しを行うものです。延滞金の割合を現行の１４．６％及び７．３％から、１４．６％にあって

は特例基準割合に７．３％を加算した割合とし、７．３％にあっては特例基準割合に１％を加

算した割合とするものです。附則の第１項は施行期日を定めるものであり、第２項は経過措置

であります。改正後の規定は施行日以後の延滞金について適用し、同日前の延滞金については、

なお従前の例によるものであります。 
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 以上で、清里町介護保険条例の一部を改正する条例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 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１１  議案第５７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第５７号 清里町後期高齢者医療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（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第５７号 清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の条例改正は、地方税法に係る延滞金の見直しに合わせ、延滞金の割合の特例について

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３ペー

ジをお開きください。附則第３条 延滞金の割合の特例において定めている本則第７条第１項

で規定する延滞金について、右の欄改正後の条例のとおり、「年１４．６％の割合及び」加え

るとともに、各年の特例基準割合及び特例基準割合適用年における当該特例基準割合の規定に

ついて、改めるものでございます。附則につきましては、施行期日及び延滞金に関する経過措

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。 
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○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 清里町後期高齢者医療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１２  議案第５８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第５８号 清里町農業集落排水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。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５８号 清里町農業集落排水施設条例の一部を改正する条例

について、ご説明申し上げます。 

 議案書を１枚お開きください。今回の条例改正は、翌年４月１日より施行されます国の消費

税率の改正に伴い、使用料に係る税率を改定し、合わせて算定基準と料金表の金額を消費税相

当額を含めた表記から除いた表記とし、算定した額に消費税相当額を加える条例に改めること

により、関連条項の改正を行うものです。 

 それでは、改正内容につきまして、別冊審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。

審議資料の４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１５条第１

項につきましては、使用料について、別表第１に定めた料金を排除した汚水の量で算定した額

に消費税相当額を加えた額とすることを定めたものです。別表につきましては、後ほど説明さ

せていただきます。第１５条第２項第２号につきましては、別表第２に定めた水量測定器使用

料に消費税相当額を加えた額を徴収することを定め、追加した第４項により使用料において１

０円未満の端数が生じたときは、切り捨てることを定めたものです。別表第１の使用料につき

ましては、改正前の条例におきましては、消費税相当額を含めた料金を、改正後は除いた料金
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とし、基本料金１,２９６円、超過料金を１３４円と規定するものです。次のページにわたりま

す別表第２の水量測定器使用料につきましても同様に、各口径ごとの料金を消費税相当額を除

いた料金としております。附則につきましては、施行日を平成２６年４月１日とし、経過措置

といたしまして、平成２６年４月３０日までに権利が確定した料金につきましては、従前の例

によることとするものです。 

 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） 

 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５８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 清里町農業集落排水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１３  議案第５９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第５９号 農林水産物直売・食材提供供給施設設置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。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第５９号 農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の一部

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。 

 次のページのお開き願います。本件につきましては、国が定める消費税率の改正に伴い、農

林水産物直売・食材提供供給施設設置条例の別表１ パパスランド温泉施設入湯料金の一部を

改正するものであります。 

 それでは、別冊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６ページ
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をお開き願います。表の左側が改正前、右側が改正後となっており、改正部分をアンダーライ

ンで示しております。別表１ パパスランド温泉施設入湯料金表の改正前利用者区分１回 大

人（高校生以上）「３８０円」、中人・小人・高齢者（中学生・小学生）「２００円」を、改

正後において「１回券 ３６２円税別」、「１９１円税別」に改め、改正後の摘要に「１」と

「２ １０円未満は切り捨てとする。」を加えるものです。改正前の利用者区分「回数券 大

人（高校生以上）３,８００円」、「中人・小人・高齢者（中学生・小学生）２,０００円」を、

改正後において「回数券額は、１回券の１０倍とする。」に改めるもので、改正後の摘要に「１」

を加えるものです。なお、この条例は附則において、公布の日から施行するもので、改正条例

の施行前の料金については平成２６年３月３１日まで、なお従前の例によるものです。 

 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５９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５９号 農林水産物直売・食材提供供給施設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。 

 

●日程第１４  議案第６０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第６０号 清里町農山漁村体験施設設置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。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第６０号 清里町農山漁村体験施設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。 
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 次のページをお開き願います。本件につきましては、国が定める消費税率の改正に伴い、清

里町農山漁村体験施設条例の別表 農山漁村体験施設使用料金表１、施設使用料の一部を改正

するものであります。 

 それでは、別冊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７ページ

をお開きください。別表農山漁村体験施設使用料金表１、施設使用料の改正前区、宿泊室大人

（中学生以上）の使用料「５,６１０円」を、改正後「５,３４３円税別」に、改正前の小人（小

学生）「４,５９０円」を「４,３７２円税別」に改め、改正後の摘要に「４、大人宿泊室使用料

は消費税加算後に別途入湯税１５０円を加算する。」「５、１０円未満は切り捨てとする。」

を加えるもので、改正前研修室の使用料「２,５５０円/１団体」を、改正後「２,４２９円/１団

体税別」に改め、摘要の改正前３の「１,０５０円」を、改正後「１,０００円（税別）」に改め、

「４、１０円未満は切り捨てとする。」を加えるものです。次のページをお開きください。な

お、この条例は附則において、公布の日から施行するもので、改正条例の施行前の料金につい

ては、平成２６年３月３１日まで、なお従前の例によるものです。 

 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６０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６０号 清里町農山漁村体験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１５  議案第６１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第６１号 緑清荘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。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 
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 ただ今上程されました、議案第６１号 緑清荘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。 

 次のページをお開き願います。本件につきましては、国が定める消費税率の改正に伴い、緑

清荘条例の別表 緑清荘使用料金表１、施設使用料の一部を改正するものであります。 

 それでは、別冊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９ページ

をお開きください。別表緑清荘使用料金表１、施設使用料の改正前、区分、宿泊大人（中学生

以上）の２階宿泊研修室「５,６１０円」、２階休養室（第１～第６）「３,６７０円」を改正後

「５,３４３円税別」、「３,３５３円税別」に改め、改正前小人（小学生）の２階宿泊研修室「４,

５９０円」、２階休養室（第１～第６）「２,６５０円」を改正後「４,３７２円税別」、「２,

５２４円税別」に改め、改正後の摘要に「４、大人宿泊室使用料は消費税計算後に別途入湯税

１５０円を加算する。」「５、１０円未満は切り捨てとする。」を加えるもので、改正前、会

議・研修等の区分、１階交流研修室一団体（大）「９,１８０円」、一団体（中）「７,１４０円」、

一団体（小）「５,１００円」を、改正後において「８,７４３円税別」、「６,８００円税別」、

「４,８５８円税別」に改め、改正前、一団体（和室）２階宿泊研修室「２,５５０円」を「２,

４２９円税別」に、改正前、２階休養室第１～第５「２,５５０円」、第６「５,１００円」を「２,

４２９円税別」、「４,８５８円税別」に改め、改正前、２階会議室「２,５５０円」を「２,４

２９円税別」に改め、摘要の改正前４の「１,０５０円」を「１,０００円（税別）」に改めます。

次のページをお開きください。改正後「５、１０年未満は切り捨てる。」を加えるものです。

２、入湯料について、改正前、区分１回大人（高校生以上）「３８０円」、老人・中人・小人

（中学生・小学生）「２００円」を、改正後において「１回券３６２円税別」、「１９１円税

別」に改め、改正後の摘要に「１」と「２、１０円未満は切り捨てとする。」を加えるもので

す。改正前の区分回数券大人（高校生以上）「３,８００円」、老人・中人・小人（中学生・小

学生）「２,０００円」を、改正後において、「回数券額は１回券の１０倍とする。」に改め、

摘要に「１」を加えるものです。なお、この条例は附則において、公布の日から施行するもの

で、改正条例の施行前の料金については、平成２６年３月３１日まで、なお従前の例によるも

のです。 

 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６１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６１号 緑清荘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１６  議案第６２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第６２号 緑温泉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。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第６２号 緑温泉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。 

 次のページをお開き願います。本件につきましては、国が定める消費税率の改正に伴い、緑

温泉条例の別表２、入浴料金表の一部を改正するものであります。 

 それでは、別冊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１１ペー

ジをお開きください。別表２、入浴料金表の改正前、区分、１回券大人「３８０円」、小人「２

００円」、老人「２００円」を、改正後において、大人「３６２円税別」、小人「１９１円税

別」、老人「１９１円税別」に改め、備考に「１、１０円未満は切り捨てとする。」を加える

もので、改正前の区分回数券「３,８００円」、小人「２,０００円」、老人「２,０００円」、

備考「１２枚綴り」を、改正後において「回数券額は１回券の１０倍とする。」に改め、備考

に「回数券は１組１２枚綴りとする。」に改めるものでございます。なお、この条例は附則に

おいて、公布の日から施行するもので、改正条例の施行前の料金については、平成２６年３月

３１日まで、なお従前の例によるものです。 

 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。 
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 これから、議案第６２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６２号 緑温泉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１７  議案第６３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第６３号 斜里岳山小屋設置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。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第６３号 斜里岳山小屋設置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。 

 次のページをお開き願います。本件につきましては、国が定める消費税率の改正に伴い、斜

里岳山小屋設置条例の別表の斜里岳山小屋使用料の一部を改正するものであります。 

 それでは、別冊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１２ペー

ジをお開き願います。別表、斜里岳山小屋使用料の改正前、区分、施設使用料宿泊大人１人「１,

５００円」、小人１人「１,０００円」、１部屋「２,０００円」を、改正後において「１,４２

９円税別」、「９５３円税別」、「１,９０５円税別」に改め、備考に「１」と「２、１０円未

満は切り捨てとする。」を加えるものです。改正前の区分、駐車場使用料「５００円」を、改

正後において「４７７円税別」に改め、備考に「１」と「２、１０円未満は切り捨てとする。」

を加えるものです。改正前の区分、用具使用料、寝具一式「３００円」、マットレス「２００

円」を、改正後において「２８６円税別」、「１９１円税別」に改め、備考に「１、１０円未

満は切り捨てとする。」を加えるものです。なお、この条例は附則において、公布の日から施

行するもので、改正条例の施行前の料金ついては、平成２６年３月３１日まで、なお従前の例

によるものです。 

 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） 
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○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第６３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６３号 斜里岳山小屋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。 

 

●日程第１８  議案第６４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１８ 議案第６４号清里町簡易水道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。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６４号 清里町簡易水道条例の一部を改正する条例について、

ご説明申し上げます。 

 議案書を１枚お開きください。今回の条例改正は、翌年４月１日より施行されます国の消費

税率の改正に伴い、料金及び一部手数料に係る税率を改定し、合わせて料金表の金額を消費税

相当額を含めた表記から除いた表記とし、算定した料金等に消費税相当額を加える条例に改め

ることにより、関連条項の改正を行うものです。 

 それでは、改正内容につきましては、別冊審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。

審議資料の１３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２３条第

１項につきましては、料金について別表第５、６に定めた料金により、使用した水量で算定し

た額に消費税相当額を加える額とすることとし、加えた第２項により料金において１０円未満

の端数が生じたときは切り捨てることを定めたものです。別表につきましては、後ほど説明さ

せていただきます。第２９条に加えた第２項につきましても、課税料金となる給水申込手数料

については、別表第７に定めた金額に消費税相当額を加えた額とすることとし、加えた第３項

により料金において１０円未満の端数が生じたときは切り捨てることを定めたものです。別表

第５の料金表につきましては、改正前の条例におきましては消費税相当額を含めた料金を、改

正後は除いた料金とし、基本料金を「９９１円」、超過料金を５０立方メートルまで１立方メ

ートルにつき「１２４円」、上記５０立方メートルを超えた１立方メートルを「６７円」と規

定するものです。次のページをご覧ください。別表第６のメーター使用料につきましても同様

に、各口径ごとの料金を消費税相当額を除いた料金としております。別表第７につきましては、

水道手数料のうち課税料金となる給水申込手数料を消費税相当額を除いた金額としております。

附則につきましては、施行日を平成２６年４月１日とし、経過措置といたしまして平成２６年

４月３０日までに権利が確定した料金につきましては、なお従前の例によるとするものです。 
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 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） 

 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６４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６４号 清里町簡易水道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１９  議案第６５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１９ 議案第６５号 町道路線の廃止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６５号 町道路線の廃止について、ご説明申し上げます。 

 本件につきましては、道路法第１０条第３項の定めに基づき、町道路線の廃止について議会

の議決を求めるものであります。 

 今回廃止する路線につきましては、現在着手しております道営農地整備事業の江南排水路工

事の施工に伴いまして、排水路のルートである江南第４道路の道路敷地に新たに排水路を整備

するに当たり、敷地の利用実態に合わせるべく７３３メートルの道路認定を廃止するものであ

ります。なお、位置図を審議資料の１６ページに添付いたしておりますので、ご参照ください。 

 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） 
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○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６５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６５号 町道路線の廃止については、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２０  議案第６６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２０ 議案第６６号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第６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（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第６６号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第６号）に

ついて、提案理由の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、歳入歳出にそれぞれ４,９９１万２千円を追

加し、予算の総額を４５億２,６４２万４千円とするものであります。 

 第２条地方債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表地方債の補正は

変更であり、農道保全対策事業債について限度額を１８０万円から９２０万円に変更するもの

であります。 

 まずはじめに、今回補正提案させていただきます、主な事業についてご説明申し上げますの

で、別冊の審議資料１７ページをお開きください。表の事業内容の上段の括弧の数字は補正後

の当該事業の予算総額であり、財源内訳は資料に記載のとおりであります。特異的なもの以外

は説明を省略させていただきます。 

 １点目は、明年３月に改選される農業委員の選挙費用１８８万円であります。 

 ２点目は、地域振興対策事業９８７万１千円の補正であり、今回予定されております備品器

具類の前倒し執行により、年末、年度末、新年度と切れ目のない予算執行で、地域経済の波及

に資することを目的とするものであります。後段に記載の消防器具等更新事業１６９万９千円

と合わせ、総額１,１５７万円規模の予算措置となります。 

 ３点目は、福祉灯油扶助事業１１７万３千円であり、灯油値上がりに対応し、低所得高齢者
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など１０２世帯を対象に購入費用などへの支援を行うものであります。 

 ４点目は、リサイクルセンター施設改修実施設計業務委託事業１０４万円であり、今後購入

を予定しております可燃性粗大ごみ切断機配置のため、施設改修に係る実施設計業務委託であ

ります。 

 ５点目は、農道保全対策事業負担金事業８８０万７千円の補正であり、上斜里南地区、江南

６線地区の農道基盤整備であります。一般会計１４０万７千円、町債７４０万円の財源内訳と

なります。 

 ６点目は、施設改修を終えリニューアルオープンした、町民活動施設の需用費を中心とした

運営経費の補正１５４万６千円であります。１８ページをお開きください。 

 ７点目は、住宅用太陽光発電システム導入補助事業１９３万４千円の補正であり、潜在的希

望者などへの対応として予算措置するものであります。 

 ８点目は、消防本部負担金事業４４０万４千円の減額補正であり、本部人件費及び入札執行

残への対応であります。 

 ９点目、消防機器更新事業につきましては、説明を省略いたします。 

 １０点目は、清里町オリンピックスピードスケート選手後援会補助事業１０８万４千円の補

正であり、ソチオリンピック出場を目指す本町出身選手の応援をするため、長野県で開催され

る選考会への後援会役員派遣経費等を補助するものであります。 

 １１点目は、町民プール設計事業２，３６０万５千円の補正であり、プール改築・解体の実

施設計経費及び地耐力調査費用であります。一般財源３６０万５千円と国庫支出金２千万円が

財源内訳となります。 

 それでは、続きまして事項別明細に明細書の款項区分により説明をいたしますので、別冊の

平成２５年度補正予算に関する説明書をご用意ください。なお、補正予算概要で説明いたしま

した事業につきましては、一部説明を省略いたしますのでご了承ください。 

 歳出より説明いたしますので、一般会計事項別明細書の４ページをお開きください。２款総

務費・２項総務管理費・２目財産管理費につきましては、お二方より寄付をいただきました寄

付金３０万円について、財政調整基金に積立てるものであります。７項選挙費・３目農業委員

選挙費につきましては、説明を省略いたします。５ページをご覧ください。１０項地域振興費・

１目地域振興対策費・１１節需用費・消耗品１６０万８千円につきましては、各施設の消火器、

１２節役務費２４万６千円は消火器廃棄手数料であり、１８節備品購入費・器具購入費８０１

万７千円は、各施設ＡＥＤ及びＯＳサポート終了の情報端末更新経費であります。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費・２０節扶助費につきましては説明を省

略させていただきます。５目国民年金事務費・１３節委託料２９万４千円につきましては国年

システム改修に関わる委託料であり、財源は全て国庫支出金であります。 

 ４款衛生費・２項清掃費・１目清掃事業費につきましては説明を省略させていただきます。 

 ６ページをお開きください。５款農林水産業費・１項農業費・２目農業振興費・１９節負担

金補助及び交付金７０万円につきましては、農地連担化の円滑化協力者への協力金、いわゆる

経営転換協力金であり、財源は全て道支出金となっております。その他説明を省略させていた

だきます。 

 ７款土木費、８款消防費につきましては、説明を省略させていただきます。 

 ９款教育費・５項保健体育費・１目保健体育総務費・１１節需用費・消耗品３８万３千円は、
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スキー、スケート教室や各種大会で使用するゼッケンを整備するものであります。その他説明

は省略させていただきます。 

 次に、歳入につきましては１ページにお戻りいただき、総括で説明させていただきます。９

款地方交付税２,１２１万８千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

あります。この他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、説明を省略いたします。 

 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。加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 土木費の住宅管理費の太陽光の関係について、ちょっとお伺いをいたします。今回の補正は、

トータルとして何件予想をされて提出されているのか。これについてお伺いをいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 今回の補正によりまして、７件の上限３０万円の支出が可能ということで計上しております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 今回、当初予算の中で、先ほどの町長の一般質問の答弁にもありましたけども、予算主義の

中で全部４月の時点で募集が終わってしまったと。その時点におけますホームページ等、ある

いは広報等については、今年度の予算については募集を締め切りましたと、こういう形での推

移で、ずっとホームページはなっていたわけでありますが、その後の委員会で幾度となく、い

ろんな論議で出てきた意見があったと思うわけですが、ここに来て補正が組まれたということ

に関しては大いに賛成を致すわけでありますが、そのホームページ上におけることの中で、継

続性と言いながら、募集は終わりましたと。予算主義だと。こういう表現の中にあったわけで

ありますが、現時点、この１０月ぐらいまでの間にありながら、急遽、委員会にもかからず、

本会議の中でこの太陽光の事案が出てきたわけでありますが、この町民に対するお知らせ、こ

の部分において、できれば今月号の、例えば１５日のお知らせの時にですね、太陽光について

のご希望のある方はご相談くださいと、こういうお知らせがあっても然るべきだと思うわけで

す。清里のホームページも１６日にリニューアルされましたので、ぜひ、今日この本会議が終

了後、速やかにホームページの方にその趣旨を徹底してお知らせをするという、こういうこと

が私は非常に大切だと、このように思うわけです。確かに、予算主義での事業執行ではありま

すが、このことに関して、やっぱり町民に対する事業展開、まちづくり、町長の今日の一般質



44 

問の答弁にあった、本当に町民のための施策を展開していくということでありますから、もう

少し丁寧な、そしていろんな事業に向けての邁進と言いますか、気配りを忘れず執行していた

だきたいと、そのことだけ申し添えておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 今日の決定に伴いまして、ホームページ及び広報によりまして、住民の方への周知を図って

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） 

 よろしくお願いしたいと思うわけですが、この事業だけでなくてですね、これから明年度に

向けていろんな事業展開、継続性が出てくるもの、こういうものに対しての配慮、予算主義で

はありますが町民対象にしてやる事業については、十分な気遣い、こういうものを忘れないで、

事業展開あるいは予算設定に当たって、年度途中でなくなるもの、こういう町民対象にしたも

のは速やかな補正を組む協議というものを、ぜひ議会とも協議を重ねていっていただきたいと

思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的には、今回の部分については７件の補正をさせていただきました。内容は今担当所管

の課長からお話をさせていただいた内容でございます。今、委員の方からもございましたよう

に、町民に関係するそれぞれの事業は誠意を持ちながらやっていきたいと思っておりますが、

いずれにしろ予算主義でありますから、そこのところもご理解をいただきながら、予算がない

うちに希望をとるなんてことはできませんので、そういう部分も含めて事業の掘り起こし方、

見方、これから勉強しながら、なるべく町民の皆さんの意向に沿うような形での対応を検討し

ていきたいと思いますので、ご理解を願いたいと思います。 

 

○４番（加藤健次君） 

 議長。 

 

○議長（村尾富造君） 

 ３回で終わりですが、特別にもう１回だけ認めます。 
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○４番（加藤健次君） 

 ありがとうございます。町長の答弁に注文を付けるわけではないですが、確かに予算主義で

す。でも、町政は町民のためにやるんです。その予算がなくなった時点で、やっぱり町民を対

象にした場合についての予算が、例えば太陽光については、４月の時点で満度になったわけで

す。２５年度の予算が。それで、今ここで追加が出たわけですけども、満度になった時点で、

募集が終わりましたということじゃなくて、町民に対して要望を聞いていくなりの環境、そし

て補正を組むなり、そして予算というものをきちっと作るということ、これが大切だと思うの

で、思いは一緒だと思うのですが、何となく言葉の中に誤解を招く点があったような気がする

ので。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 決して誤解でも何でもないと思っておりますが、今いただきました質問内容について、誠意

を持ちながら対応をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 私は、教育費の方でちょっとお伺いしたいのですが、町民プールの関係でありますけども、

今回、実施設計業務委託料ということで２,３００万挙がってきたのですが、私も何回か前から

の委員会の中で、この町民プールに関しては実は反対意見を申しておりました。と言うのは、

こうやって２千数百万の実施設計が今日挙がったわけですけども、そもそもが６億２千万とい

う大きな事業であります。それで、町からの持出し金額も２億８千万と大きい金額のものであ

りますから、先ほど町長の違う項目ではありますが答弁を聞いておりますと、やはり町民のこ

とを考えて推し進めているという観点に立ちますと、こういった大型の事業をやることを本当

に町民は求めているのかという点に関して、私はまだまだ審議が足りないのではないかという

ふうに考えておりますが、その辺はいかがでしょうか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 町民プールの関係については、必要性等については、委員会等でも十分説明をさせていただ

いていると思いますが、繰り返しになると思いますが、町民プールの必要性、これについては

学校が必ず授業の中で必要な施設であるということが、まず第１点にあろうかなと思っており

ます。今年からですか、中学生も学習指導要領の中で使用する、そういう施設になったという

こともございます。当然ながら、町民の健康増進、それと子供たちの健全育成という部分もご
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ざいますし、さらに最近のニーズの中で健康予防と言いますか、そういう活用が進んでいると。

さらにこの施設を整備することによって、それらの新しい展開もできればなと考えております。

そういうような背景の中で、本町のプールは老朽化してきております。そういう部分で、年度

の想定については、既に一部手直しをしながら進んでいるということで、１０年も５年も置く

わけにはいかないと。できるだけ早く、整備することが必要かなと思っておりまして、いろん

な模索を財政的なことも含めて、町当局ともいろいろ連携しながら進めているということでご

ざいます。 

 これの予算の関係ですが、６億云々という数字、あくまでもこれは本当の概算でございまし

て、この数字をある程度提示をしないことには、検討が進んでいかないわけでございまして、

提示をさせております。これらの数字については今後、当然最小限に収めるように努力をして

いきたいなと思っております。それで、いろんな財源を求めるという部分で、当初は大規模改

修にするのか、新築にするのかという論議の中で、大規模改修ということも含めて検討してい

ますが、いかに貴重な財源であります町税を少しでも少なくする方法ということで検討した結

果、この補助事業を有効に、これから国の補正事業等も含めまして、活用しながら進めていき

たいと。そういう部分では、実施設計を早期にしていくことによって、今後想定される国の補

正なり、そういうものに対応できると考えておりまして、今回補正を提案させていただいたわ

けでございます。説明になったかわかりませんが、一応、教育委員会としての考え方を述べさ

せていただきます。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今日、午前中に一般質問がありまして、お二人の方が一般質問をして、町長の答弁の中で、

わが町は４,４００人で、どんどん高齢化率が進んでいると。それで、このプールに関してであ

りますが、幼稚園、または保育所、小学生、中学生といろいろと使っております。ところがで

すね、実際に使っているのは４００人程度なんですよ。健康づくりという観点から課長も委員

会の中で説明はされておりましたけれども、私はこういう大型の公共事業をやる中で、やはり

今の清里町の現状を考えたら、もっと身の丈に合った物づくりをしていくというのが最優先事

項であって、改修をひっくるめた中で、例えば新築をするのであれば、せいぜい３億程度ぐら

いになろうかなとか、そういうふうに今の町の状況を考えたら、私はそういうふうに考えてお

りますけれども、やはり６億と言えば、当時、緑清荘が出来上がったのが６億ぐらいだと聞い

ておりますが、同じ規模の金額をこうやって、少数人数しか使わない施設なんですよ。実態と

して。ですから、もう少し時間をかけて審議をしていくというのが、これはもう税金を使うわ

けでありますから、やっぱりもっと慎重に物事を考えて進めていくというのが筋ではないかな

と私は考えておりますが、なるべく無駄な税金を使わない。そして、先ほど加藤議員からも違

う案件で質問がありましたけども、町民にとって良い補助事業はどんどん推し進めていくと。

これは一部の人間だけじゃなく、皆さんに平等に与えられる施策の１つとして推し進めるなら

ば、こういった町民プール的な物よりは、先ほどの案件の方が当然すばらしい案件だと思いま

すし、午前中もいろいろと一般質問の中でありましたけども、いろんな事業を推し進めていく
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中で、本当にそういった良い事業を、もう町長はあと１年ちょっとしかありませんけども、そ

の任期にとらわれず推し進めていくという政策の方が良いと思いますが、その辺、町長にお伺

いしたいと思いますが、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 プールの件でありますが、ただ今教育長の方から教育委員会としてのプールに対する基本的

な考え方を申し上げたところでありまして、私も基本的にはそれと全く同じでございます。子

供たちの教育の観点からもプールはなくせないという施設であります。元々は、今のプールが

ある前にはそれぞれの学校に配置をしていたプールをあそこに集約して、町民の方も一緒に使

えるということでのプールを建設したわけでありまして、それの基本的な考えはいまだに変わ

るところではないと思っております。 

 その中で議員がおっしゃるように、６億数千万は大きすぎるのではないかと。身の丈に合っ

た財政運営とのバランスを考えるべきだというようなことでありますが、これは基本的には６

億数千万、上限額で一応教育委員会の方では押さえているわけでありまして、ただ、その中に

は基本的に私が思うには、全体の取り壊しが入っております。建設だけではありません。全体

の取り壊しが入っている。それと、駐車場もあの地帯の将来的なものを見越して、このプール

だけであれば今ある所で、それで良いのですが、さらにトレーニングセンターだとか、そうい

う部分のスペースの狭隘さもありますので、それらも含まれていると。このプールの中で一括、

プール建設の中で一括して事業をやってきたいということで、それらのものも含まれていると

いうようなことでのご理解もいただきたいと思います。 

 それと、今回、実施設計を計上させていただいたというのは、基本的には町がこの手の事業

を実施するという場合、財源対策を当然考えていくわけでありまして、適切な補助事業を何と

か導入をしながら、なるべく自己負担部分、要は、いわゆる一般財源を抑えていきたいという

ようなことで、今までもいろいろ模索しながらやっておりました。そうした中で、今回の国の

経済対策等が一定程度見えてくるようになった段階で、これはもう実施設計を入れておかない

と、そういうものが出た段階に間に合わなくなってしまうというようなことも考えまして、い

ずれにしろ改修、改築という部分の全体的な判断をさせていただいた後に、これらの部分とし

て、今般は計上をさせていただいたわけでありますので、これについてもご理解をいただきた

いと考えている次第であります。基本的には一般財源で全部やろうという考え方でなくて、今

言ったような形の財源を、有効な財源を求めていくためにも、こういうタイミングを見ながら、

今、実施設計を計上していくということでもありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 町長の言われるとおり、国の財源の使い方、うまい使い方という考えでありますけども、確
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かに取り壊し、駐車場を除きますと、およそ５億ぐらいだろうと思いますけれども、私が先ほ

ど出した、小学生及び子供たちに関して４００人というのは、これから増えないんですよ。減

っていくんですよ、どんどん。にも関わらず、こういう大きな物を造ると、いかにランニング

コストが毎年かかっていくか。そして、町民の健康のことを述べるのであれば、じゃあ、今の

プールじゃできないのかということになってくるわけですよ。こうやって今回、２千数百万の

実施設計予算が計上されておりますが、まだまだ、私は委員会の中で論議すべき時間が必要で

はなかったかなというふうに考えておりますので、今後もこういった案件がまだ出てくるとい

うふうに、今後ですよ、思われますので、委員会の時間をもっと十分に作った中で、こういう

ふうに提出していただきたいと、私はそのように考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 教育長。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 ちょっと数字的と言いますか、事業費の関係で説明を追加させていただきますが、当初の考

え方におきましては、大規模改修の方で３億４千万ぐらい。そして、建替えの場合についても

５億程度というような想定をいたしておりました。その後、ご承知のとおり、東日本大震災の

復興の関係、さらには消費税のことも踏まえまして、２割程度ですか、増額の推計をさせても

らって今の一応６億と。６億の中には当然今、町長が申し上げましたように、駐車場とか取り

壊しも入っておりますが、施設費は下がってまいります。そういう背景もあったということを、

ぜひご理解をいただきたいと思っております。 

 それと、施設の関係ですけれども、確かに生徒については、今後増える要素というのはない

かと思いますけれども、現在、実際に光岳小学校、そして緑町小学校についても、今は学校で

使っておりますが、大変老朽化しておりまして、これにまた手を加えると２千万とかかかるよ

うになりますので、これについても、それが使えなくなった時点で、このプールに集約をして

いこうという考え方も持っております。施設の中身についても、決して不要なと言いますか、

華美なと言うか、そういうものについては避けるよう、職員にも指示をしておりますし、せっ

かくの施設ですので、ぜひ高齢者の人に、これから使ってほしいなという思いもございますし、

そんなことも含めて、今より施設を大きくするわけでなくて、同じ規模の中で別な要素を入れ

て建設をしていきたいという考え方でございます。そんなことでご理解をいただきたいと存じ

ます。以上です。 

 

○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６６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） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第６６号 平成２５年度清里町一般会計補正予算（第６号）については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２１  議案第６７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２１ 議案第６７号 平成２５年度清里町国民健康保険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。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６７号 平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３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条に記載のとおり、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの補正

を行うものでございます。補正概要につきましては、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金な

どの確定及び保険給付費につきましては実績見込み、保健事業につきましては事業精査による

補正を行うとともに、財源振替を行うものでございます。 

 それでは、別冊の黄色の国民健康保険事業特別会計事項別明細書によりご説明申し上げます

ので、３ページ目をお開きください。 

 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につきましては、財源振替を

行うものであり、特定財源３０万２千円は国庫支出金の療養給付費負担金でございます。 

 ２目退職被保険者等療養費１９万３千円の増額につきましては、件数の増及び療養費の高額

に伴い補正するものでございます。特定財源その他は療養給付費交付金でございます。 

 ４項出産育児一時金・１目出産育児一時金につきましては、対象者数の増に伴う補正であり、

特定財源１２万２千円は出産育児一時金繰入金でございます。 

 ３款後期高齢者支援金・１目後期高齢者支援金６０万９千円の減額、及び４ページの４款前

期高齢者納付金等・１目前期高齢者納付金等２万９千円の増額、並びに６款介護納付金・１目

介護納付金３３万１千円の減額につきましては、事業費確定に伴う補正でございます。各款の

特定財源につきましては、後期高齢者支援金のその他は療養給付費交付金、前期高齢者納付金

等及び介護納付金につきましては、国庫支出金の療養給付費負担金でございます。 

 ８款保健事業費・１目特定健康審査等事業費につきましては、特定健診システム端末機等機

械器具購入事業の完了に伴い、１２万２千円を減額するものでございます。特定財源１２万２

千円はその他一般会計繰入金でございます。 

 歳入につきましては、歳出においてご説明いたしましたので省略をさせていただきます。 

 以上で、提案理由の説明といたします。 

 

○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６７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６７号 平成２５年度清里町国民健康保険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。 

 

●日程第２２  議案第６８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２２ 議案第６８号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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６８号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、提案理由の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７２２万６千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ７,９５０万６千円とするものでございます。 

 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。 

 今回の補正概要でございますが、清里焼酎ブランドデザイン変更に伴います瓶の型製作費並

びに直売所の焼酎販売促進として、歳入歳出それぞれが７２２万６千円を追加する補正でござ

います。 

 それでは、歳出よりご説明いたしますので、別冊のうぐいす色、焼酎事業特別会計の事項別

明細書の３ページをお開きください。 

 １款総務費・１目一般管理費・３節職員手当等・時間外勤務手当１０万円、１１節需用費・

消耗品費３０万円の増、印刷製本費１０万円の増は、焼酎グランドデザインの変更に伴います

試作品の作製などに要する経費でございます。７節賃金・人夫賃２０万円の増、１３節委託料・

施設管理委託料２０万円の減は、直売所の休日管理を直営にしたことに伴います、予算科目を
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変更するものでございます。 

 ２款製造費・１目醸造費・１８節備品購入費６８２万５千円の増は、焼酎ブランドデザイン

変更に伴います瓶の型製作に係る費用でございます。 

 ４款基金積立金・１目積立金・２５節積立金は、基金積立金利息を焼酎事業基金に積立てる

ものでございます。 

 続いて、歳入につきまして総括表でご説明いたしますので、１ページにお戻り願います。１

款財産収入１千円は基金積立金利子であり、２款繰入金２４３万５千円は基金積立金から繰入

れるものでございます。３款繰越金を４７９万円は前年度繰越金であり、歳入の財源は全額一

般財源でございます。 

 以上で、補正予算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。 

 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６８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（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第６８号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２３  意見案第１１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２３ 意見案第１１号 ２０１４年度地方財政の確立を求める意見書についてを議題

とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。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１１号 ２０１４年度地方財政の確立を求める意見書について。本件について、地

方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。平成２５年１２
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月１７日提出、清里町議会総務文教常任委員会委員長 畠山英樹。 

 次のページをお開きください。前文を省略し、記から７項目内容の説明をさせていただきま

す。 

 ～意見書 朗読～ 

 以上であります。 

 

○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。 

 これから、意見案第１１号 ２０１４年度地方財政の確立を求める意見書についてを採決し

ます。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第１１号 ２０１４年度地方財政の確立を求める意見書については、原

案のとおり決定されました。 

 お諮りします。ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等については、そ

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

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（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

委任にすることに決定しました。 

 

●日程第２４ 意見案第１２号 ～ 日程第２８ 意見案第１６号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第２４ 意見案第１２号 森林・林業・木材産業施策の積極的な

展開に関する意見書についてから、日程第２８ 意見案第１６号 ＴＰＰ交渉から脱退するこ
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とを求める意見書についてを一括議題とします。 

 ５件について、それぞれ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） 

 産業福祉常任委員会提出の意見案第１２号～１６号までの５件を、一括説明をいたします。 

 意見案第１２号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書について。 

 次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を説明いたします。 

 ～意見書 朗読～ 

 意見案第１３号 「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の中止」を求め

る意見書について。 

 次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を説明いたします。 

 ～意見書 朗読～ 

 意見案第１４号 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書について。 

 次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を説明いたします。 

 ～意見書 朗読～ 

 意見案第１５号 平成２６年度畜産物価格決定等に関する意見書について。 

 次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を説明いたします。 

 ～意見書 朗読～ 

 意見案第１６号 ＴＰＰ交渉から脱退することを求める意見書について。 

 次のページをお開きください。意見書の内容を説明いたします。 

 ～意見書 朗読～ 

 以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、５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。意見案５件については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第１２号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開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） 
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○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

したがって、意見案第１２号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開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） 

 次に、意見案第１３号 「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の中止」

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１３号 「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の

中止」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１４号 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立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１４号 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意見書

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１５号 平成２６年度畜産物価格決定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１５号 平成２６年度畜産物価格決定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） 

 次に、意見案第１６号 ＴＰＰ交渉から脱退することを求める意見書についてを採決します。
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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１６号 ＴＰＰ交渉から脱退すること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。 

 お諮りします。ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等については、そ

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

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（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２９  発議第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２９ 発議第３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。 

 

●追加日程第１  意見案第１７号 

○議長（村尾富造君） 

 産業福祉常任委員会委員長より、意見案第１７号 日本型直接支払制度の創設及び経営所得

安定対策等の見直しに関する意見書についてが、追加提出されました。これを日程に追加し、

追加日程第１として議題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。 

 意見案第１７号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。 
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○議長（村尾富造君） 

 追加日程第１ 意見案第１７号 日本型直接支払制度の創設及び経営所得安定対策等の見直

しに関する意見書につ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１７号 日本型直接支払制度の創設及び経営所得安定対策等の見直しに関する意見

書について。本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出す

るものとする。平成２５年１２月１７日、清里町議会産業福祉常任委員会委員長 村島健二。 

 次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を説明いたします。 

 ～意見書 朗読～ 

 以上です。 

 

○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、意見案第１７号 日本型直接支払制度の創設及び経営所得安定対策等の見直しに

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、原案ど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１７号 日本型直接支払制度の創設及び経営所得安定対策等の見直し

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。 

 お諮りします。ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等については、そ

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

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 
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 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） 

 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７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 午後 ２時３３分 


