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平成２６年第６回清里町議会定例会会議録（１２月１７日） 

 

 平成２６年第６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。 

    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 

    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 

    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 

    ５番 畠 山 英 樹   

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 

 

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 

    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   二 瓶  正 規 

    建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 教 育 課 長   伊 藤  浩 幸 
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    農業委員会事務局長   二 瓶  正 規 

    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   寺 岡  輝 美 
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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７名です。 

 ただ今から、平成２６年第６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、各会計補正予算など提案件数、議案の

内容から判断して、本日より３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、本日から３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、会期は本日から３日間に決定しました。 

 お諮りします。悪天候のため、本日１２月１７日から１８日までの２日間を休会としたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」）との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、１２月１７日から１８日までの間、休会することに決定いたしました。なお、

再開については、１２月１９日、９時３０分から再開いたします。 

 本日はこれで休会といたします。ご苦労様でした。 

休会 午前 ９時３５分 
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平成２６年第６回清里町議会定例会会議録（１２月１９日） 

 

 平成２６年第６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   近 藤    博 

    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   二 瓶  正 規 

    建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

    出 納 室 長   溝 口  富 男 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 
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    生 涯 教 育 課 長   伊 藤  浩 幸 

    農業委員会事務局長   二 瓶  正 規 

    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   寺 岡  輝 美 

 

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２６年度定例監査の結果について 

一般質問    ３名３件 

議案第４８号  清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第４９号  道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第５０号  清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の制定 

議案第５１号  清里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定 

議案第５２号  清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定 

議案第５３号  清里町学童保育条例の一部を改正する条例 

議案第５４号  緑清荘の指定管理者の指定について 

議案第５５号  平成２６年度清里町一般会計補正予算（第５号） 

議案第５６号  平成２６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５７号  平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第５８号  平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 

意見案第１４号 釧路地方裁判所北見支部における労働審判の実施を求める意見書につ

いて 

意見案第１５号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関す

る意見書について 

意見案第１６号 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と処遇

改善を求める意見書について 

意見案第１７号 必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書について 

意見案第１８号 平成２７年度畜産物価格決定等に関する意見書について 

発議第  ３号 議員の派遣について 

産業福祉常任委員会所管事務調査報告について 
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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。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●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２番 池下昇君、３番 勝又武司君を指名いたします。 

 

●日程第２  議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 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） 

 議会事務局長議長諸般の報告４点について御報告申し上げます。 

大きな１点目、議員の派遣状況及び会議行事等の出席報告についてであります。 

１点目、１１月２８日、斜里郡３町議会の議長、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小清水町で開催され、記載の内容及び３町の共通する課題について協議

がされました。２点目、その他の会議行事等について。記載の行事に議長、副議長及び各議員

が出席しておりますので御報告申し上げます。 

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

が開催されておりますので、ご報告申し上げます。 

大きな３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２６年１１月分について３ページの

とおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

大きな４点目、平成２６年第６回清里町議会定例会説明員等の報告について。４ページのと

おりとなっております。 

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３  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第３ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 町長の一般行政報告を申し上げます。 

まず大きな１の主要事業報告でございます。 

１点目の暴風雪等による災害対応についてでありますが、１６日の午後より数年に１度の猛

吹雪への厳重警戒の気象情報を受けまして、災害対策本部付の情報連絡会議の開催をいたしま

して、暴風雪災害に備えた体制を整えたところでございます。同日の午後６時２０分に気象庁

より、暴風雪大雪警報並びに雪崩・着雪注意報が発令されましたので、管理職の自宅待機を指

示し、翌１７日に朝８時１５分災害対策本部の立ち上げと本部会議を開催したところでありま

す。会議の中では、暴風雪に係る情報の収集と対策について対応を協議してきたところでござ

います。主な対応策になりますが、道路の除雪、通行止めの情報、各学校を初めとする町内施

設の状況及び避難所の設置等にかかる情報でございまして、これらの情報につきましては、ホ

ームページや防災メールにより、逐次周知をしたところでございます。こうした周知情報とは

別に、１７日の午後２時に札弦下水道施設において、高圧線の断線によりまして停電が発生い

たしました。翌朝４時に完全に復旧をいたしたところであります。また災害対策本部の立ち上

げにあわせまして、陸上自衛隊美幌駐屯地より災害としての隊員の派遣がございましたので、

気象情報、災害情報など対応策等につきましても逐次連携をとりながら対処したところでござ

います。なお、災害対策本部は１８日の１５時３９分に気象警報の解除にあわせて解散をいた

したところであります。それぞれの対応につきましては、引き続き通常業務の中で執り進めて

おりますのでご理解を賜りたいというふうに存じます。 

続きまして２点目の清里町森林組合の解散及び寄附採納についてであります。森林組合の解

散につきましては、今年５月２８日開催の臨時総会にて解散が議決されまして、解散にかかる

精算事務を経てきたところでございます。１０月の３１日に総会をもって、組合の歴史に幕を

下ろしたところでございます。今日まで、本町の森林資源の育成並びに活用に主体的役割を果

たされました御功績に対しまして、衷心より厚く御礼を申し上げる次第であります。また本組

合の解散に当たりまして多額のご寄附をいただいておりますので、ここにご報告を申し上げる

次第であります。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。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２６年度継続事業の進捗状況でございます。戸籍

事務電算化業務委託につきましては、記載の工期工事内容により実施をいたしておりまして、

現在は平成改正原戸籍データの作成中でありまして、進捗割合では９８％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２６年度工事の進捗状況でございます。公共施設太

陽光発電システムの設置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す。

現在は、点検調整中でありまして進捗割合では９５％となっております。次の町民プール建設

工事につきましては、記載の工期工事内容により実施しているものでありまして、現在屋根及

び内装の施工中であります。進捗割合では４２％となっているところでございます。 

続きまして大きな３の、主な会議行事等の報告についてであります。自治会長会議につきま

しては１２月の９日、町民会館で開催がされております。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、当面する事務事業の周知連絡及び依頼事項など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させていただきます。 
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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。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第４  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第４ 教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

 大きな１主要事業報告であります。 

１点目、学校給食への異物混入事故について。学校給食センターより提供した給食の中に異

物が混入するという事案が、続けて２件発生いたしましたので、その事故の概要等についてご

報告を申し上げます。１件目は、１２月５日金曜日お昼１２時４０分頃、清里小学校の５年生

児童が食べたミカンに長さ約３．５センチの縫い針が混入しております。これにより当該児童

は、口の中の右ほほの内側の粘膜に薄く傷が残る程度の軽傷を負いました。養護教諭が傷の程

度を確認したところ、幸い出血などはなく、病院受診の必要もなかったということでございま

す。他の児童には被害はなく、清里小学校以外の学校、保育所、幼稚園でも異常はありません

でした。原因につきましては、いまだわかっておりませんが、現在警察の捜査により、食材の

流通過程、給食センターでの調理過程、学校への配送後における保管状況、教室での配膳状況

等、あらゆる可能性を視野に入れ調査中でございます。次に２件目は、１２月９日火曜日お昼

１２時３０分頃、同じく清里小学校の１年生児童が食べたカレーライスにビニール片らしきも

のが混入しておりました。異物発見後、全学年で食べるのを中止し、残ったものを調べたとこ

ろ、３年生児童のカレーライスからも同様の異物が見つかりました。この事案につきましても

原因は、今だわかっておらず１件目と同様、警察が現在捜査中でございます。以上２件の事故

により１２月１０日より学校給食の提供を中止しておりまして、それぞれの御家庭でのお弁当

での対応をお願いしているところでございます。子供たちそして保護者の皆様には御心配と御

負担をおかけしておりますことに深くお詫び申し上げます。先ほど申し上げましたとおり、現

在警察の捜査が行われておりますので、給食センター並びに学校教育委員会といたしまして、

捜査に協力をしながら１日も早い給食の再開を目指して、安全安心の確保のため対策をとって

まいりますのでご理解を賜りたいと存じます。なお、その対策の１つといたしまして、給食セ

ンターにおける備品の整備のための補正予算を追加でご提案させていただきますのでよろしく

お取り計らいのほどお願いを申し上げます。 

２点目、平成２６年度オホーツク管内市町村教育委員大会について。１２月８日、網走市に

おいて開催され、教育委員４名が出席をしております。管内市町村の教育委員が一堂に会し、

記載のとおり各講師から近々の教育課題等について御講演を受け、研鑽を深めたところでござ

います。 
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続いて２ページに参りまして、大きな２主な会議行事等の報告であります。 

１点目、第４９回オホーツク地区特別支援教育研究大会清里大会について。この研究大会は、

毎年管内持ち回りで開催されておりますが、本年は１１月２６日本町プラネットにて開催され、

オホーツク管内各地より小中学校及び特別支援学校の教職員福祉関係者保護者の方々など、計

１２０名の参加のもと講演分科会が行われ、特別支援教育についての研究協議がなされたとこ

ろでございます。 

２点目、第５８回清里町文化祭について。１２月５日から７日までの３日間にわたり開催さ

れ、展示部門は１６団体・個人３名の出店、舞台部門は、記載の１部から３部までの構成で行

われました。また、食堂におきましては、自治会女性部連絡協議会などの御協力をいただいて

おります。３日間を通しまして延べ１,２００名の来場のもと、盛会に終了しました。 

３点目、平成２６年度清里町文化賞スポーツ賞授賞式について。１２月７日文化祭の舞台発

表会場において地域の文化スポーツの振興に寄与されました方、またスポーツの大会で活躍さ

れました方など計７名の方々に教育委員会より文化賞、文化奨励賞並びにスポーツ賞、スポー

ツ奨励賞を授与いたしました。 

最後に大きな３教育委員会の開催状況であります。第７回教育委員会が１２月２日、記載の

内容で開催されておりますので、御報告申し上げます。 

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５  議会報告第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 議会報告第１号 平成２６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２６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。 

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

監査結果に関する報告書を提出いたします。記より御報告申し上げます。 

１、監査の期間でございます。平成２６年１０月２０日から２２日まで行っております。 

２、監査の対象でございます。平成２６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でございます。 

４、提出を求めた資料でございます。（１）各会計の予算の執行状況に関する調書（２）町税



10 

の収納状況に関する調書（３）地方債現在高調書（４）各会計基金残高一覧（５）各種工事等

の実施状況調書、契約等をもって執行している工事、委託、物品購入費等（６）燃料等購入単

価契約一覧表（７）支出関係調書（８）その他必要に応じて提出を求めた書類を対象としてお

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。①監査の方法といたしま

して、一般会計及び各特別会計にかか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、３ページからの別表

のとおりでございまして、計画に基づき全般的に概ね適正に処理されていることを認めている

ものでございます。（２）事業の執行状況及び契約の事務処理についてございます。①監査の方

法でございます。事業の執行状況について、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２５２事業のうち３３事業について監査を実施してございます。

監査の実施にあたりましては、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

じ所管課から説明を受けてございます。また、公共施設太陽光発電施設設置工事と１、２歳保

育室改修工事、農業集落排水処理施設処理機修繕について、実地に出向き、監査を行ってござ

います。②監査の結果でございます。事業の執行状況がそれぞれ工事等実施計画工事工程表に

基づき予定どおりの進捗状況であり、また契約等の事務処理に当たっては、財務規則等法令に

基づき施行をされている。随意契約については、法令等に基づき実施されているが、契約業者

の選定理由に当たっては、その根拠を明確に記載し、慎重に対応されたい。（３）その他の監査

でございます。①監査の方法といたしまして、公金の取り扱いにつきまして役場の出納室、札

弦支所、緑支所に出向き実地監査を行ってございます。②監査の結果でございますが、支所等

の公金の取り扱いは正確であり、事務処理についても適正になされているという結果でござい

ます。 

６、総括でございます。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 

適正に処理執行されていると認めるが、下記の事項について検討を願いたい。 

１点目、公共施設における管理業務委託について。今後施設も老朽化することから、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、助言を行いながら施設の維持、

延命につながるよう努めていただきたい。２点目、焼酎事業における電柱広告契約について。

既存の内容による更新契約であることから宣伝効果上げるためにも新たな内容による広告との

見直しが必要と思われる。３点目、まちづくり地域活動推進事業交付金について。対象事業に

対する考え方が、自治会によって異なるため事業内容の説明ＰＲと基準の見直しについて検討

を願いたい。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

でございます。今後の事務執行に当たっては改善対応されたい。 

以上をもちまして、平成２６年度定例監査の結果についてご報告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。 
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 これで、議会報告第１号 平成２６年度定例監査の結果についてを終わります。 

 

 

●日程第６  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 一般質問を行います。順次発言を許します。 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 はい、２番それでは先に通告していたしております。一期４年間の櫛引町政の実績と評価に

ついて一般質問をさせていただきます。 

定例議会の一般質問の場は４年間の任期の最後の年でありますので、私にとりましても町長

におかれましても締めくくりの一般質問でありますので、４年間の総決算という思いを込めて

質問をさせていただきます。 

なお１時間という限られた時間で５項目に亘り質問をさせていただきますので、私の質問に

対して、簡潔に御答弁いただくよう強くお願いいたします。 

まず１点目の地域、経済振興と交流人口の拡大、人口減少対策、地域雇用対策の実績評価に

ついて質問を申し上げます。地域経済の振興と地域雇用定住及び交流人口の拡大に向けて取り

組まれておりました住宅リフォーム補助店舗、事務所の改築補助、新店舗の出店補助また商品

券交付事業、定住団地における住宅建設に対する補助など実に幅広く、さまざまな補助事業を

実施してきましたが、この間地域経済や雇用の拡大、人口減少の歯止めや定住人口・交流人口

の拡大といった目標について、具体的な成果がどのようにあったのかお伺いをいたします。 

多くの町民の皆さんが実感といたしましては、極めて厳しい経済雇用の環境がいまだ続き出

口すら見えないというのが実感であります。取り組みに向けて努力はしたが、成果が見られな

いということなのか。町長自身具体的な実績と評価についてどのような捉え方をされておられ

るのか、お伺いいたします。 

２点目に住民協働と庭園の町づくりの実績評価についてお伺いいたします。住民協働で始ま

った花と緑の交流のまちづくり事業の延長であります庭園のまちづくり事業ですが、町長は当

初さまざまな構想を表明されておりましたが、上斜里から札弦までのフラワーロードや札弦か

ら緑までの桜並木等の整備がどのように進んだのかお伺いいたします。北海道に要請した道道

摩周湖線の駐車帯整備以外に、全く具体的な取り組みが議会や町民に見えない。さらに町政執

行方針で述べられておりました日本で最も美しい村連合への加入など、どのように進んでいる

のか併せてお伺いいたします。公約とされておりました事業でありますが、華々しく打ち出し

た庭園のまちづくり構想ですが、住民協働ではなく行政主導。さらに言うならば、町長主導の

事業として、住民協働が逆に大きく後退したこの４年間ではなかったのかとも感じるところも

あります。町長自身の評価をお聞かせいただきたいと思います。 

３点目でありますが、診療所医療体制の充実についてお伺いいたします。地方に住む私たち

にとって安全、安心の一丁目１番地というのは、何はさておき医療だと考えております。現在

診療所は、医療法人恵尚会が運営しておりますが、当初の議会や町民の皆さんへの説明におい

ては医師の複数体制、さらには入院病床１９床と言うことではなかったかと記憶しております。
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町では医療法人からの要請により、最新の医療機器や電子カルテ対応の事務機器などの整備を

ここ数年行ってきたのも、こうした医療体制の充実に向けての対応だと、私も認識しておりま

す。しかし実態は、常勤医師が１名。病床は入院受け入れがなく、介護ショートステイでの利

用と聞いておりますが、当初の約束が果たされないで、現在に至っている経緯、さらにこの間

どのような形で、医療法人側と協議や要請を行ってきたのか。また逆に、医療法人側からのど

のような要請が町に対して行われてきたのかをお伺いいたします。 

４点目は、職員の人材育成及び職場環境の活性化についてお伺いいたします。町長は日ごろ

より行政改革を推し進め、職員体制を８０名体制にするとおっしゃっておりますが、日々の業

務が拡大する中、職員の人数が減れば減るほど、職員一人に対する仕事の負担が増大してきて

いるのではないかと心配するところでもあります。加えて、それ以上に心配されるのは、役場

職員全体のやる気、モチベーションが著しく低下傾向にあるのではないかということです。町

長も就任以来、円卓会議など職員との対話や提案等の場を設けるなど、努力はされておるよう

ですが、町長が主役で職員主体のものとして十分機能していないとの声も聞こえてきておりま

す。職員の発想力、バイタリティ、一人一人の能力を最大限に生かすためには、役場内のやる

気が起こる環境づくりが何よりも必要であり、そうした職場環境の活性化に向けて、この４年

間どのような取り組みを行い、その成果がどういう形であらわれているのか。その実績と評価

をお伺いしたいと思います。 

最後５点目でありますが、統廃合学校施設の活用対策についてお伺いいたします。江南新栄

の両小学校が、清里小学校に統合され、既に４年が経過しております。統合以前から跡地の活

用については、地域との協議が持たれ、統合においても、さらに地域の方との協議が行われた

結果、地域としては必要ないとされ、以後は、行政側の責任で検討が行われることになったと

認識をしております。その後２年前の９月定例町議会の中で、田中議員の一般質問に対して、

町長は早急に答えを出していきたいというふうな答弁をされておりますが、２年が経過した現

在まで、議会に対してなんら報告や活用又は処分の提案がなされておりません。最近、決断で

きない政治ということがよく言われておりますが、まさしく決断の先送りになっているのでは

ないか。私は町長のこの４年間の任期の中で処理されるべき案件と考えておりましたが、この

時期に至っては無理だと考えます。活用または処分について町長自身の考え方をこの際明確に

お示しいただきたいと思います。以上、１回目の質問は終了いたしますが再度、各項目につい

て簡潔な答弁をいただくようお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは池下議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。町政に対する４年間の実績

と評価ということでございますが、私は４年前の統一地方選挙町長選挙におきまして、町民の

皆さんの温かい御支援、ご理解を賜り町政を担当させていただくことになりました。みんなで

創る明日のふるさと、そして町に活力と賑わいをと、これをメインスローガンとしながら、今

日まで町政を担ってきたところでございます。具体的なそれぞれのまちづくり政策各種実証さ

せていただくことができました。本当に住んで良かったなと実感できるようなまちづくりのた
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めに、そしてこの４年間全力で取り組んできたところでもございます。 

そうした中にありまして、１点目の地域経済振興と人口減少対策及び地域雇用対策の関係で

ございますが、地域の経済振興対策につきましては、現在我が国そのものが人口の減少、少子

高齢化また社会構造の急激な変化というような中で、非常に厳しい状況が続いていると理解い

たしておりますし、本町の商工業、また農林水産１次産業においても大変厳しい状況にあるの

ではないかなと判断をしているところでございます。特に、商工業関係におきましては、人口

が減少している中、車社会で、さらには近隣への大型店の進出とこういうこともありまして、

大きく消費が町外へ流出をしているというような状況もありますし、また現在はインターネッ

トを使った商品の購入の拡大が盛んに行われる時代となってきておりますので、商業関係にお

いては、極めて厳しい状況に置かれているものと判断をいたしているところであります。私が

就任した当時におきましても、相次ぐお店の閉店もございました。緊急的にも、これは何とか

町に賑わいを戻さなければならないというようなことを第１に考えまして、町に活力と賑わい

をもたらす事業としての店舗出店等の支援交付金事業、それから住宅関連産業の育成という意

味も込めまして、住宅リフォーム事業、さらには店舗の改修事業とそれぞれ実施をさせていた

だいたところでございます。店舗の出店事業につきましては、平成２３年から今日まで全体と

しては、６件の新店舗の出店をいただいたところであります。それから住宅リフォームの関係

につきましては、全体で８３件の事業実施をさせていただきました。さらに、店舗の改修事業

につきましても全体で１５件の改修事業が行われておりまして、また商工会関係及び事業関係

者からも町内のそういう事業の新たな掘り起こしというようなことでの一定の効果が出ている

と評価をいただいているところでありまして、少しずつでありますが町に賑わいを取り戻しつ

つあると判断をいたしている次第でございます。また、平成２４年度から町単の事業で実施し

ている補助事業。これはもう一部商品券交付というようなことも始めておりますので、地元消

費拡大としての一定の効果が現れてきているものと思う次第でもございます。また商工会、中

央商店街の実施をいただいております地域の活性化事業。それから賑わいづくり事業。そうい

うようなものについても、引き続き支援をさせていただいているところでございます。これら

の関係についても従前と変わらぬ事業が展開をされていると大変喜ばしい成果が示されている

ものと思ってございます。中でも、プレミアムの商品券事業については、プレミアム率を年々

引きあげてきておりますので、全体としては、総額で９５％ほど町が支援をした事業というこ

とでの実施を頂いているところでありまして、町内消費の拡大の一翼を担った事業としても推

進がされている次第でもございます。また、中小企業の融資の関係につきましても融資制度の

利率金額と融資額との見直し等も行っておりますので、そういう面においても企業体質、基礎

をしっかりとつくって頂いているのかなと思っているところであります。しかしながら、こう

した政策のみでは、即町外への流出をとどめるような簡単な事業ではないと理解をしている次

第でございます。今後とも、商工会や又は中小中央商店街協同組合関係機関団体等を中心とし

ながら、町全体で町内の消費拡大に向けた総合的な事業の展開、こうしたものもしっかりとや

っていかなければならないというふうに判断をいたしているところでありまして、今後におい

ても、引き続きそういう方向性についての努力をしてまいる次第でございます。 

次に人口減少対策でございますが、御案内のように、本町の人口につきましては、昭和３０

年代に１万１千人を超える、これがピークでありまして、年々減少をいたしております。この

本年１１月の末では４千３８４人ということで、ピーク時から比較するとおおむね３分の１に
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まで、減少してきているという厳しい状況にあります。町がこうした人口の減少に少しでも歯

止めをかけたいというようなことで、今までも時代時代に合わせて、様々な政策や事業展開実

施をしてきたところでありますが、現状としてはなかなか歯止めがきかなかったということは

事実でございますし、国におきましても人口減少時代を迎えております。１億２千万の人口が

年々急速に減ってきておるということでありまして、推計によりますと５０年後には８千万人

程度まで落ちるのではないかと推定がされているところであります。今改めて人口減少問題、

これは国全体の課題として、雇用や少子化対策、高齢化対策と並行した大きな問題としてクロ

ーズアップされてきているのも事実ではないかと思います。町におきましては、こうした人口

の減少を食いとどめるために、さらに子育て環境の改善を充実させながら少しでも食いとめて

いきたいというようなことで、各種の事業展開をさせていただいたところでもございます。ま

た様々な事業についても、現在展開をさせて頂いております。こうした政策の結果、これが直

接に利いているのかどうかという部分については、具体的な数字の評価がありませんので、判

定することは難しいかと思いますが、この数年は少しずつではありますが、子どもの出生数が

安定をしてきており、一時ほど急激な落ち込みがないと。大体３０から４０人台ぐらいでほぼ

安定をしてきたということでありますから、全体としては一定の効果がそうした政策によって

あらわれてきているものだというふうに判断をしている次第でもございます。また人口減対策

としての移住定住の対策でございますが、これらにつきましても新町への移住定住団地の造成、

それに伴う事業宅地の分譲。さらには、今年からは空き家バンク事業。こういった事業も展開

をさせていただいているところでありまして、移住定住対策では平成４年には新築で２件、中

古で１件、定住の事業の中におきましても、新築で７件、中古で５件が２４年にございます。

また２５年事業についても、それぞれ６件そして２件というふうに、新たに事業が起きてきて

いるというようなあることから考えますと、少しずつこうした面でも効果が出てきていると思

います。また、現在は新町の団地でありますが、以前には、羽衣の団地につきましても分譲し

てきた経緯がございまして、それらについても予定どおりに完売をいたしているという状況で

あります。またちょっと暮らしの事業についても、それぞれ実施がされておりまして、一定の

これらについても移住に向けた対応策の前段として、ちょっと暮らしの事業が実施をされてき

ていることでも、北海道の中でも上位の実績があるということでありますので、今後これらに

向けてさらに推し進めながら対応を検討してまいりたいというふうに考えている次第でもござ

います。次に地域の雇用対策でございますけども、地域の経済振興対策と切り離せない課題で

ございまして、１つ雇用の問題だけを捉えてもなかなか前に進まない全体的な産業経済振興と

合わせた中での対応になってこようかなというふうに考えておりますので、引き続き各種振興

事業に積極的支援をしながら、雇用対策につながる政策として努力をしてまいりたいと考える

次第でもございます。 

次に２点目の住民との協働と庭園のまちづくりについてでございます。庭園のまちづくり構

想の目指す姿であります庭園のように花と緑にあふれた潤いと親しみのあるふるさと清里町の

創造をするために、町民そして事業者、行政がしっかりと連携し、守り、つくり育てていくこ

とを基本姿勢として、持続可能で無理のない長期的なまちづくりの町民と一体的な実践活動計

画として推進していくという計画でございます。全体といたしましては、豊かな庭園づくりの

計画・花と緑とまちづくりの計画・ふれあいの散歩道の整備計画・また、花と緑のまちづくり

応援計画から成る計画でございます。それぞれの事業について、今日まで事業の展開を図って
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きたところであります。特に御指摘がありましたコスモスロードまたはフラワーロード等の関

係につきましては、上斜里のフラワーロード協議会を中心としながら、上斜里清里市街から斜

里へ向け、それからもう１つは、清里の市街から札弦方面に向けたコスモスロードの展開を図

っている次第でございます。全体として、植栽の可能な距離数は、札弦清里間では約４千３０

０メートルほどであるとおさえてございます。そのうち１千２９０メーターについて、逐次条

件の整ったところから協力をいただきながら、実施に入ってきているという状況下になってい

る次第であります。また景観休息スポットということで、道道のほぼ清里と札弦までの道の駅

の中間地点に本年度から景観、そして休息スポットを道道側でいただいたところでありますし、

また町といたしましても、それに合わせてちょっとした休み所がとれる部分としての整備も図

っているところであります。今年の事業でありますので、明年は春先から利用できるようにな

っていくということで非常に景観に適した場所でもありますから、何かの事業と合わせてスポ

ットとして活用をしていきたいと思っておりますし、あわせて地域の方々が農産物の展示即売

だとかいろんな面で活用をいただければというふうに思っている次第でもございます。 

次に御案内をいただきました日本で最も美しい村連合への加入の関係であります。加入に当

たりまして、この連合事務局といろいろ現在まで調整を進めてまいっておりますが、加入にか

かる負担金や関係会議等の活動の状況、さらにこの連合については、日本はもちろんでありま

すが、世界的な連合へと繋がっているというようなこともありまして、そちらでの活動の要請

等も常に受けていかなければならないということもございまして、予想以上の負担が出てくる

可能性が生じるということで、それらに見合う優位性等も十分に判断した上で時期を慎重に考

えてまいりたいというふうに思っておりますので、これらについてはご理解を賜りたいとふう

に思うところでございます。 

次に３点目の診療所にかかわる医療体系の関係でございます。現在、医療法人恵尚会クリニ

ックきよ里と町と使用貸借による施設の貸し付けを行い、恵尚会は、診療行為を行っていただ

いているところでございます。当初、恵尚会を清里に招聘した段階におきまして、それぞれい

ろんなお話合いをさせていただきながら、地域医療の確保についてのご協力をいただいている

次第でございますが、基本的な町との契約関係におきましては、先ほども申し上げましたよう

に使用貸借契約による診療施設、そして医療器具等の無償での貸し付けということでありまし

て、診療の具体的な内容についての契約を取り交わしているものではございませんので、そう

した具体的な医師の何名体制、また看護師・介護士等の何名体制、これを約束したものではな

いということであります。あくまでもクリニックきよ里の運営において、必要なものを必要な

だけしっかりと確保しながら運営をいただくということでありまして、外部の方から何名にし

なさいとか何名でなければならんとかそういうような契約行為ではないということについて、

まずご理解をいただきたいというふうに思います。ただそうした契約をする時点におきまして、

町のほうから救急の体制の申し出につきましては、診療所でありますので２４時間体制はとれ

ないというのは最初から分かっておりますから、診療体制としても診療時間内での救急の受け

入れをお願いをしたい。また、学校医の受託もお願いをしたい。それから町が支援しておりま

す予防接種事業なりワクチン等の接種事業については、お受けをいただきたい。それから職場

産業医等についても受託をしていただきたい。これについては確認行為として行わせていただ

いているということでございますので御理解を賜りたいというふうに思います。 

次に４点目の町職員の人材育成と職場環境についてでございます。この職場の環境につきま
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しては、風通しのいい職員の皆さんが張り切って職務ができる環境づくりのために鋭意努力を

してきたつもりでもございますし、また先ほどありましたように、職員との個別の円卓会議を

今までもずっと開催させていただいてきたところであります。具体的にそれぞれ個人の職員が

抱える課題や問題、そしてまた全体の職場環境としての問題課題。これらを直接職員の皆さん

から、個々にお聞きすることによって、具体的な事業対応としての展開が図られてきているも

のと理解をするところでございまして、また今後においてもそういう中で環境づくりに努めて

まいりたいというふうに考える次第でございます。また人材育成の面におきましては、それぞ

れ職務能力の向上につながるような研修の実施をさせていただいているところでありますし、

具体的には管内で実施しております町村会での研修や北海道の研修センターでの研修さらには

市町村アカデミーまたは自治大学校などへの派遣研修。そして特に仕事の関係で、税だとか保

健の関係はどうしても個別研修を受けなければならないという部分がありますので、そうした

職務の能力に合わせた研修につきましても、積極的に研修に派遣をさせていただいているとこ

ろでもございます。こうした部分を通じながら人材の育成に現在努めているところであります

のでご理解を賜りたいというふうに思う次第であります。 

続きまして、５点目の統廃合された学校施設についてであります。御案内のように新栄小学

校、江南小学校につきましては、平成２３年３月で統合となりまして、現在は使われていない

という状況になってございます。本件につきまして、新栄の小学校は、統合の段階から地域と

しての活用予定は無いということで、行政でいかに処分しても構いませんというお話をいただ

いてきたところでありますが、江南小学校におきましては地域でこの学校跡地を使い、いろん

な行事等を実施をいたしているというような関係の中で、江南地域として何か良い活用方法は

ないかということが当初からございましたので、そういう中でのご協議をいただいていたとこ

ろであります。最終的には、なかなかあれだけの施設を維持管理含めて、利活用しながら負担

をするという部分については厳しいというようなお話をいただきました。現時点においては、

行政の中でどういうふうに対応していくかというような状況に至っている次第でもございます。

私としては、まだまだ施設自体は年数は４年経ちましたが、しっかりとした建物であります。

壊すのは、簡単にできますけれども１回壊すとゼロになるわけですので、それをもう少し様子

を見ながら、いついかなるときに新しい活用に向けた時代の要請があるかわかりませんので、

そういうようなものを見据えながら結論を出していきたいと考えております。ただし、いつま

でも１０年も２０年もということには相成らんというふうには考えておりますので、来たるべ

き時期が来て、これはもう使用に耐えないところまで来ているなとなった時点では、やむを得

ない判断をせざるを得ないだろう。ただそれまでの間に早急に壊すだとか云々だとかというこ

とでなくて、大事に保管をしながら、新しい活用方策がその時点で、いつ出ても良いように対

処をしていきたいなというふうに考えているところでもございます。この点ついてもご理解を

賜りたいというふうに思う次第でございます。 

以上申し上げまして、１回目の答弁とさせていただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 
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○２番（池下昇君） 

 今、町長の方から１回目の答弁をいただいたのですが、改めまして一問一答で質問をさせて

いただきたいと思います。まず１番目の地域の進行状況とか経済の問題でありますが、現在の

清里町の経済や雇用、それから中小企業や小売業対策を見ますと、基本的には前町長時代の支

援事業の継続もしくはやき直しにより、広く薄く、行政側が主体となり補助金をばらまくとい

う事業が主になっているように見えるのですが、その点に関して町長いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それぞれ地域経済対策については、今までもいろんな事業展開をしてきた。これも事実でご

ざいます。ですから、どうしてもそういうふうに見られてしまうのかなということはあります

が、具体的には新しく新店舗事業も起こしましたし、住宅リフォーム事業も起こしまして、ま

た店舗の改修事業ということで、事業を起こしてきたところであります。またさらには、プレ

ミアム商品券、それから地域の商品券として補助事業、従来は町の単独の補助事業も全部現金

での支給でありましたが、一定の枠ではありますけれども、それらについても地元でしか使え

ない商品券による交付事業を起こしてきているというようなことで、その時代、その時代、や

っぱりニーズに合わせながら少しずつ内容を変えたものもありますし、また新たに起こしたも

のもあるという中での展開でありますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 今新しく事業を起こしているという発言でありましたけども、基本的には補助金をばらまく

事業が主になっておりまして、もう少し民間を主体とした事業。それから支援の組み立て直し

が求められているのではないかなというふうに感じておりますが、この４年間のさまざまな補

助事業が、本来本当に地域経済や雇用機会の拡充に結びつくようなカンフル剤または支援策と

なって、成果があらわれていると町長自身が評価されているのかどうなのかもう一度お聞きし

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） 

 本件につきましては、先ほど来も申し上げましたように、地域の経済振興対策の継続した事

業として、ずっと今日まで実証してきていることも事実でありますし、先ほどもその上にさら

に新しい事業を被せてきているというようなことでございます。基本的にはこうした事業を通

じながら、地域の経済振興対策で一定の成果はあらわれてきているものというふうには理解は
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いたしておりますが、ただこれは我が町だけの課題ではないと。全国的な経済の対応、それか

らこのオホーツク管内、北海道全体としては、非常に厳しい状況の中にあります。といいます

のもやはり少子高齢化の現象、それから車社会への対応、さらには全体としての人口減少、要

は消費が全体として落ち込んできているわけでありますから、どうしても内需拡大型の企業の

地域としては、非常に厳しい状況にあるというふうな判断をせざるを得ないだろうというふう

に思っておりますが、そうしたことに負けることなく、これらの様々な事業を通じながら、単

にばらまいているのでなくて、生き残っていく対策として事業展開をしていると理解をしてい

る次第でございますので、御理解を賜りたいというふうに思うところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 町長から全体的に厳しい状況にあると。そういった中で町としては、色々とやっていると。

現実的に街中見ますと、ほとんど人が歩いていない。特に役所等が休みになる土曜、日曜、祝

日。これらに関して、車であちこち行かれる方は他町に行ったり、色々と動いているようなん

ですが、地域の方々が、日曜日はほとんどお店が開いていないんだと。そうすると歩いて行っ

て買い物したくても状況としては無理だと。何も無いと。極端に言うとコンビニエンスストア

しかないと。そういった中で、町としては事業を起こしていますが、何かいまだに元気がない

ように私自身も映るんですよ。それを町長も街中に住んでおりますから、実態として見ておる

わけですが、こういった今までの事業内容で、今後我が町の経済をこう何とか復活できるとい

う部分、そういった自信ではないんでしょうけども、そういったものがあるならばお聞かせ願

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） 

 地域の商工振興の関係でありますけれども、どうしても厳しい状況になっているというのは、

少子高齢化であります。それからまた車社会ということで、いつでもどこへでも出かけて行け

るということでありますし、またそれぞれのお店の店舗構えが、端的に言いますと大型店が近

郊にどんどんと進出してきていると。そこへ行けば１週間なり１０日分を一気に購入できると

いうようなこともあるかなというふうに思いますので、どうしてもそちらの方に品揃え関係か

らも流れていっているというのが実情ではないかなというふうに思っております。ただこうし

た状態がどんどんどんどん続いていきますと、どうしても消費人口の少ないところは、そちら

に吸収をされていくということになりますから、清里のような地域においては、非常に厳しい

環境でないかなというふうに思っております。ただそれで過ごしてしまうと、本当にこの地域

から商店が無くなるということになりますので、これは何としても避けていかなければなと。

今の段階ではそれぞれ若い人方が多いですから、車で出かけて行けば済みますが、これがあと

２０年、３０年していくと、我々団塊の世代を含めて、車がもう乗れなくなる時代になります。
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そうしたときにどうしてもやっぱり足もとで、日用品がしっかりと確保されていなければ、住

めない町になってしまうという恐れがあるのではないかというふうに思っております。私が今

の段階で、抜本的にこれをやれば絶対回復しますよというのは中々無いかもしれませんけれど

も、先ほども１回目に申し上げましたように様々な施策にプラスやはりこの地域に商店を残し

ていくんだという町民の皆さんの総意がなければ、そういう形にはならないだろうと。それぞ

れのお店屋さんは個人でお店をしておりますから、経済が成り立たなければ当然閉店する、当

たり前のことであります。そのためにはやっぱりきちっと買え支えていく、流出している部分

の何１０％がこの地域に残れば、しっかりと１業種１店舗は残っていけるだろうというふうに

思っております。そういうような思いを込めながら、公共財的な意味で考えながら、事業の展

開がされていかなければ、生き残りは非常に難しいだろうというふうに考えておりますが、そ

れに向けた努力を今後ともしていきたいというふうに考えています。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 時間も余りありませんので、次に行きたいと思います。住民協働と庭園の町づくりについて

言えば、どうも基本的に言葉遊びやイメージだけに終わりまして、実質的には何ら成果が現れ

ず、住民協働が大きく後退してしまう結果になったんではないかという思いがあります。庭園

のまちづくりの中身というのは、行政だけで作りあげて、町民の皆さんには、ただ行事や事業

に参加くださいという形で進められてきたのではないかというふうに思います。もともと住民

主体での計画づくりというのが存在しておりません。行政主導の事業であったことに問題があ

ると考えるならば、再度町長がどういうふうな見解をお持ちなのか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） 

 庭園のまちづくり計画の関係でありますが、本計画についてはですね、基本的には第５次清

里町総合計画全体の中での花緑事業をトータル的に清里のイメージとして表していくという構

想でございますので、もともとそれぞれに合った各部門をいかに有機的にその計画の中に一体

性を持たせて進めていくかと。 

町のイメージとして、清里は庭園のまちづくりをやっているんですよ、こういう町なんです

というイメージとしての捉え方でありますから、そこにそれぞれ今までやっていた事業等の分

野も含めて事業整備をされていっているものでありますので、個々の計画として、独立して存

在するものではありません。これは先ほども言いましたように第５次総合計画。それからその

中の重点政策であった花緑交流事業。こうしたものを町の全体総合計画の中にまとめてある事

業ということで、それぞれの事業展開を行ってきたものでありますので、ご理解を賜りたいと

いうふうに思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 全体としてイメージとしてっていうのは解るんですけども、町長もよく住民との協働、共生

ということを謳っております。その中でこういった事業をずっと推し進めてる中で、実はどう

いった事業をやるのかということに、一般町民の方が一切そういった会議には参加していない、

あくまでも行政主導でやっているということに私はひっかかるんですよ。そのことに対して、

町民の方々の真の意見というものを聞きながら、どうやって推し進めていくべきかということ

を町長として今後やる意思はありますか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本件につきまして、基本的にはそういう総合計画の中の各部門を全体的に統合しながら一体

事業としてやっていくという計画であります。それぞれの個別の事業関係については、それに

関係する団体または町民の皆さんと相談をしながらやってきているところでありますが、全体

としての町のイメージとしての第５次総合計画、花と緑と交流の町づくり、人と自然がともに

輝き躍動するまちの展開をするための大きなベースとなる部分でもございますので、それと年

数的にも１０数年という経過が経ってきておりますから、その部分を含めて、町民の皆さんと

負担がかからない、そしてみんなが参加してまちづくりをしているぞという実感が持てる体制

づくりがこれからも求められていくと思っておりますので、そうした意味におきましても、現

在あります花緑まちづくりの実行委員会等もありますから、そこらへんとも十分相談をしなが

ら、次の展開についても検討を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

いうふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 もうあと１５分しかありませんので、次の診療所のことについてお伺いいたします。 

この診療所の件でありますけども、契約期間を満了せず撤退するという話も聞いております

が、ここに至った経緯それと今後の町としての対応をまず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。 
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○町長（櫛引政明君） 

 クリニックきよ里の運営の関係でございます。それらに対する経緯、それから基本的な対応

については、前にも申し上げているところでございます。経緯といたしましては、今年の春に

これ以上経営を続けていくならば、非常に困難性を増してくるので、契約期間を含めて全体協

議を町とできませんかということでの話からスタートをいたします。町の方は、早速そういう

ことであればということで協議に応じます、それでは協議に入りましょうということで対応を

して参ったわけでありますが、途中段階でどういう内容を求めておられるのか解らなく、具体

的な協議に入れないというようなこともありまして、それらについて内容を提出をいただきた

いということで提出を求めたわけであります。提出の内容についても、前にも申し上げたこと

でありますが、我々が想定していた内容とは大きくかけ離れておりまして、その時点で、なか

なか町民の皆さんや議会に対しても納得をいただけるようなものでは無いと私は判断をいたし

ました。そのお話をさせていただき、より具体的に対応できるような部分としての再提出のお

願いをいたします。その時点では、わかりました再提出をいたしましょうということになった

わけですが、その後持ち帰った段階でやっぱり困難だということで、その提示も無いままに止

めると言うことだけ通告をされてきたというのが現状であります。その通告も１１月１０日過

ぎでありましたので、行ったり来たりやりとりをしていると、どんどん時間的に無くなるとい

うこともありましたので、早速次の対応を考えなければならないというような中で、新しくあ

の施設を使って、開業をしていただける医療機関等について募集をかけて探しているというと

ころが現状の姿ということでありますので、ご理解を賜りたいと。私は、基本的にはこの地域

を無医地区にするということでなく、必ず医師を探し当てるという決意のもとで進めているも

のでありますのでご理解をいただきたいというふうに存じる次第であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

うちの町の住民に取りましてこの問題というのは、一番大事な問題だと私も認識しておりま

すが、そういった重大な事案の中において所管の課長が恵尚会の方といろいろと協議をされて

行ってきたと私も知っておりますけども、このことに対して町長が自ら恵尚会側と直接会って

お話をされたのかどうなのか、いかがですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど経過、ご報告を申し上げましたとおり、春の段階で一番最初は口頭であります。それ

は向こうの理事者とうちの副町長と課長が入った中での定例報告会を持っておりましたんで、

その中で口頭での最初の話の後ですね、文章をいただいた段階でその文書を私宛に持参提出い

ただきましたので、それを見させていただき、お話をさせて頂いたという状況にあります。以

上が経過であります。 
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○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 定例の時に会ったという話なんですけども、その後文章で撤退するという話になったという

経緯はわかりますけども、やはりここは町長自らが直接いろいろとお話をして、こういった撤

退するというふうにならないような方策が無かったのかなと私思うんですけども、その辺いか

がですか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本件については、私も会ってそういう申し出を正式に受けましたし、１回出てきた段階でも

またお話をさせていただいたということで、基本的には存続してもらうという気持ちで進めて

来たというのは事実であります。ただやっぱりそれも限度というものがありますので、その限

度を飲み込むことが出来ないという判断でございます。私にしてもそのまま継続してもらえる

んであれば一番ありがたい話でありますが、先ほど言いました内容があったということで本当

に苦しい判断をさせていただきましたが、今鋭意、新しい医療機関を本町に来てもらうという

ことでの最大の努力をとっているという次第でありますのでご理解をいただきたいとい思いま

す。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 町民の方っていうのは、町長わかると思うんですけども、どのくらいお金がかかっているの

かという具体的な数字はわからないと思うんですよ。例えば、今まで網走厚生病院とか斜里ま

たは小清水いろんな病院に行っていた方々が、清里町のこのクリニックにまた通い始めている

という情報も前から聞いておりました。そういった中においてこの寝耳に水みたいな話で、３

月撤退するということになったんですが、先ほどの違う話の中でもありましたけども、車に乗

れない方がたくさんいるんですよ。そういった中において、やはり清里に病院がなければ困る

と。毎日のように大体平均すると、５～６０人の方々が病院に通っております。特に、ここ何

日間は、鵜木先生が佐呂間から来ているということで、もう満員状態です。これらを町長も聞

いていると思うんですが、こういったことを踏まえた中で、今後清里町における一次医療体制

というものを、町長は断固守り抜くという覚悟はおありなのか。それともお金の面に関して余

り出せないからやむを得ないという意思なのか。そのへん最後に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。 
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○町長（櫛引政明君） 

 地域医療の関係先ほども申し上げましたように、私はこの地区を無医地区にする考えがござ

いません。基本的に、断固守り抜くという決意で今取り組んでいるということを御理解いただ

きたいと思います。また何でもいいからということにもならないということも事実であります。

一定の節度を持ちながら、金だけの勝負ではないというふうに思っておりますので、そういう

部分を含めてしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えている次第であります。以上で

あります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 町民の方は、お金多少払ってでもいいから病院を残してほしいという思いの方は、たくさん

いると思います。残りも５、６分しかありませんので、最後の質問にいきたいと思います。 

４番目の問題ですが、特にここ数年、近隣市町の元気さに比べて、清里町の元気や発信力と

いうのが低下していると町民が強く感じているのではないかなというふうに思います。その根

源というのは、何といっても役場そのものの元気さ、そして活力が低下しているというのが原

因の１つのように感じます。管理職の皆さんと中堅や若い職員の皆さんのコミュニケーション

が十分にされているのか。また研修についても単なる研修場へ派遣するのではなく、役場の中

で検証する、そればかりでなく逆に主体的に職員の皆さんと町民の方々が一体となって学び語

り合う場を今後作って行きたいという思いがあるのか無いのか。４年間やってきた中で、私は

そういうところが見えなかったんですが、今後そういったことを取り組んでいこうと思ってい

るのかどうなのか、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） 

 まず恵尚会との関係ですが、基本的には先ほども言いましたように、何としても守っていき

たいということでありますんで、今のやり方そのものが通じるかどうかというのは、またいろ

いろあろうかと思いますので、それらについては議会とも十分に相談をさせていただきながら

次の対応について考えていきたいというふうに考えております。現状のままというのは、単純

に施設を無償で貸したからそれでいいのかという部分も含めてということでありますので、ご

理解をいただきたいというふうに思います。 

それから職員のやる気がまたは職員の活力が随分と低下しているんでないだろうかという御

指摘でございますが、私は決してそうは思ってはいないわけでございます。それぞれの環境づ

くり、またいろんな環境通じながら職務を一生懸命やっていただいていると考えているところ

であります。全体的な町の役場組織としてのグループ制の導入と数年前に団塊の階層が一時的

にぐっと退職されたというようなものもあって、役場の中の人の配置が、ここ数年大きく動い

ていったというようなこともあったもんですから、複合的にどうしてもそういうような形で、
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自分の仕事の引き継ぎの忙しさに紛れて、次の発想力が中々というところはあったかもしれま

せんが、これらについても徐々に落ちつきを見せ始めておりますので、また一定の形の中で、

頑張っていただけるものというふうに思っていますし、私たちもそのような環境をしっかりと

守っていけるように課長職を初めとしながら、連携を取って進めていきたいと考えておる次第

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） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 ちょうど１時間経ちましたので、最後の質問とさせていただきます。町長という立場は、一

期４年間という期間の中で実績をつくり出さなければならないものだと私自身思っております。

清里町全体に漂う閉塞感、覇気というものが感じられない役場全体の雰囲気。そういった観点

に立ったときに、果たしてこの清里町にとってこの４年間とは、一体何が具体的な実績として

残り、将来につながる確かな展望が生まれてきたかということを問いたいと思います。それは、

町長ただ１人だけでなく我々議員としても強く責任を負うべきものだと考えております。町長

自身、この４年間の町政運営をどのように自分で評価されるのか最後の質問とさせていただき

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 この４年間の町政の運営でございますが、基本的には先ほど申し上げましたように、私が求

めておりました２つの基本目標と５つの事業、それと総合計画での着実な進捗というまちづく

り。本当に全力で投球してきたつもりでございます。それぞれの政策について、事業実施をさ

せていただいたところでありますが、これを実際に運営、そしてさらに発展させていくという

のは、行政でもまた住民でもそして企業でもあるかなと思っているところでありますし、特に

これからはそうした中で、若い人方がどれだけまちづくりに関わって頂けるか、一緒になって

やって頂けるかということになってくるだろうと思っております。 

具体的な展開も出てきております。そうした芽もこの４年間で出てきたと確証をいたしてお

ります。例えば活性化グループであります、ゆいまーる。これは各町内の若手やいろんな職場

や職務の中から代表の方々が出てきて、ゆいまーるという組織を作って、新たな取り組みをス

タートをさせているところでありますし、また清里盛り上げ隊。これはもう各事業の展開をい

ただいております。さらに今年は、この１２月２１日に若い人たちが集まって何とかこの町に

賑わいと活力をということで、花火大会も実施をするという動きもありましたし、一昨年には

それまで９年途絶えていた清里の郷土芸能竜神もしっかりと連合青年団によって立ち上げをい

ただきました。こういう中に、新しいまちづくりの芽は着実に伸びてきていると理解をしてお

りますので、芽をしっかりと育て守っていかなければならないと思っているところであります。

こうした中に次の新しいまちづくりを共にやっていけるようになればという思いでいる次第で
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ございます。以上。この４年間全体としての考え方を申し上げて、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 池下昇君。 

 

○２番（池下昇君） 

 時間となりましたので、私の一般質問は終わらせていただきます。まだまだ本当は、聞きた

いことも沢山ありましたけども、これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、池下昇君の質問を終わります。 

 次に、前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 それでは、先の通告に従いまして、高齢者に対する見守りと安心・安全の確保について２つ

の取り組みについてご説明願います。 

まず１点目、今年９月より取り組み始めた保健センターと光回線によるテレビ電話の関係で

ございます。その利用状況はどのようになっているのか、まず御説明願いたいと思います。 

そして２点目、平成２４年９月より実施要綱を定めて取り組んでいる救急医療情報キットに

ついて、今現在の普及状況等々を詳細に御説明願えればなと思います。以上です。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、前中議員の御質問にお答えを申し上げたいというふうにおります。 

御質問の高齢者に対する見守りと安心・安全の確保についての１点目、光回線によるテレビ

電話の活用と実績についてありますが、緑センターと札弦センター、そして保健センターをテ

レビ電話で結んで、顔を見ながら健康、介護、福祉の相談が受けられる光テレビ電話健康・介

護相談事業を９月より実施をしてきたところでございます。以降３カ月ほど経過しております

が、利用実績については、はっきり言って余り上がっていないというのが実情であります。 

利用対象者といたしましては、自家用車を持たないで保健センターへの相談にはＪＲやバス

などを利用される方々を見込んで開始した事業でありますけれども、対象者には高齢の方が多

く、機械には抵抗感があり、中々馴染んでもらえないことも１つの原因かなと思っております。 

これまでも周知活動といたしまして、事業の実施にあわせて９月の広報、町のホームページ

で掲載させていただいて、さらに札弦や緑の両センターにチラシ等置いて、両地区の老人クラ

ブであります若鶴会というクラブとそれから緑生会クラブがございますので、そうした中に保

健師がお邪魔させていただいて、これらの実演と体験をしていただきながらＰＲに努めてきた

ところであります。また札弦第１自治会においては、高齢者全体での昼食会等の行事がありま

すから、そういうところにも出向かせていただいて、ご紹介をし、また自治会の自治会長会議



26 

の中でも紹介をさせて頂いてきたというような状況にあります。なかなか思うように伸びてき

ていないことでありますので、申し上げたそれぞれのＰＲ活動、さらに新年会だとか忘年会が

これから続いてきますので、そういう場も通じながら積極的な勧誘の情報を流していきたいと

いうふうに思っております。 

それから次の２点目の救急医療情報キットの普及状況の関係でございます。この事業につい

ては、ご案内のように情報を専門の容器に入れて、冷蔵庫の方に入れて置いてもらうというこ

とで、万が一のときに駆けつけた救急隊員がそれを見れば、今までの状況は解るということで

整備を行ってきたものでありまして、この事業につきましても、開始して２年と３カ月を過ぎ

たところでございます。 

これまでにキットを配布した件数については、１０８件であります。この１０８件は、その

後施設に入られたり、お亡くなりになられたとかということでございまして、現在では９７件

が配置されているという状況でございます。そしてまた、これらの関係の方への救急の出動現

在までに１９件あります。１９件ありましたが、本人そして家族からの聞き取りができる状況

でありまして、実際にキットを利用させていただいたのは１件のみでありました。そんな利用

状況になっているということでありますが、この１件は、きちっと機能を果たした大きな成果

ではないかなと私は理解をしております。 

なお、このキットについては、やっぱり常に情報が入れ替わっていかなければなりませんの

で、これらについても社会福祉協議会の訪問サービス事業の中に、それらの事業も入れて提供

を頂くこととなっているということでございます。またそうした成果があったということを踏

まえながら、これからの事業展開についても積極的に設置等を進めていきたいというふうに考

えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。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） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ２点について、詳細に町長の方に御説明いただきまして、まずはありがとうございます。町

長初め保健福祉行政職員の皆様方が、保健センターを中心に保健福祉あるいは医療教育等々連

携し、総合的にご尽力いただいたことに改めて感謝を申し上げところでございます。 

私も議員になりまして、今から振り返りますとちょうど２年前ですか。２４年の９月に同じ

ように福祉政策について２点ほど一般質問させていただきました。その中には、先ほど前段の

同僚議員の質問にありましたけども、高齢の方々の買い物弱者対策という部分の観点から質問、

そしてまた２点目として、安心して暮らせる高齢者の方々の環境をどうするんだということで

質問をさせていただきました。今振り返りますと２年前ですけど、当町における高齢化率確か

３２．９％、３３％ぐらいかなと思います。かれこれ２年経ち、高齢化率は上がってはいるん

ですけども、たまたま今回の光回線を通じている札弦、緑地区というのは、かなり高齢化率が

上がっているのが実態だろうと思います。 

その中で、町長は、かねがね元気で健やかに暮らせる町づくりという観点で、高齢者の方々

にも目配りの利いた福祉サービスあるいは見守りの確保という観点で２６年度の町政執行の中
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にも各々施策があります。その中で光回線を利用したという冒頭の言葉もありました。この場

でどのような実態なのかという一般質問という形で提案したんですけども、現実なかなか光回

線、思った以上に利用されていない。私も札弦の若鶴会の代表の方、あるいは緑生会の利用の

実態、やはりなかなかうまく進んでいない。確かに会合は月１回ですか。両方老人クラブもあ

るんですけども、なかなか行政サイドが思う気持ちを、老人クラブの人たちが受け入れてもら

えない。やはり操作だとか、じゃあ何を聞くんだとか。本当に医療だとか健康相談を受けたい

けれど車の乗れない人は現実行けない。そういう問題に対して、やはり行政がフォローしきれ

てないのかなと。やはりそこでしっかりと目を向けてどういう政策をするのかっていうのを今

後検討していかなければならないと思うんですけども。これだっていう妙案はなかなか無いの

は現実かと思いますけども、それに対するアプローチっていうんですか。そういう思いが町長

自身であるのであれば、その辺はやはり御説明していただきたいなと。これは、当初２４年の

僕が一般質問した中に、光回線を利用して高度の福祉サービスの提供をしますという冒頭の行

政執行方針がありました。その時そういう町長の思いがあったんですけども、やっと２年後の

今年９月の開設ということで。従来、うららという機械はあったんですけども、更新時契約終

了で機能出来ていないという実態もある中で、そこら辺の話はやはり町長の口からご答弁願え

ればと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 高齢者の方が住み慣れた地域で健康で安心して暮らしていけることが、一番良い方策なんだ

なというふうに思っております。そうした中で町としても、さらに社会福祉協議会や福祉団体

とも連携をとりながら、様々な展開が必要になってきておりますし、そうした面において、出

来るところから福祉サービスの事業等の展開をさせていただいてきたところであります。今般

のこの光回線を利用したテレビ電話での健康相談。これも数年前にＩＣＴ事業という国の事業

を清里で導入することができたと。基本的には全戸の回線に向けて、光ケーブルを引くことが

出来たということであります。せっかく引いた光ケーブルですから、それをいかに利用するか

という部分で試行錯誤を重ねてまいります。 

当初の安全見守りと健康相談の部分からいきますと、平成２年の時にうららの機械を導入し

たというのがありますが、これは通常の電話回線を活用した設備でありましたが、年数が経っ

てきたということで、機械のフォローが出来なくなりましたので、新たな部分ということで光

回線での活用を検討してまいります。その結果、ＮＴＴが出しております健康システムをまず

やってみようということが、今回のフレッツ光を利用した健康相談事業ということであります。

ただしこれにつきましても、機械なもんですから操作をしなければならんというのが、中々す

んなりと馴染んでいただけないと。これは今後の努力をしながら進めて行きたいなというふう

に思っているところでございますが、基本的には、私が考えていたのは大前提として、まだ健

康な人が歩いて来て、そこで１週間に何回なりデータを通して入れると、保健センターの方で

データとしてきちっと管理ができるというシステムですから、そこに来てもらってやるという

ことが一番効率的です。しかし将来的には、交通が不便な方等も必要だというふうに思ってお
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りますので、健康や見守りシステムとあわせた総合的なシステムが早く開発をされてくればな

というふうに思っております。今の段階ではそこら辺がセットということになると、かなり高

額です。本州方面ではあるようでありますけれども、入れても後の保守点検、管理やなんかで

莫大な費用がかかっていくということになりますので、そこまでいかない方法で、そしてまた

お年寄りの皆さんも使いやすい、そういうものが一日も早く出ていただきたいなということで

考えております。 

またその他に福祉サービスとしては、訪問サービスをやっておりますんで、見守りの部分は、

先ほど言いました社会福祉協議会に委託業務として訪問サービスの中でやっていただいており

ますし、また健康づくり財団の方に緊急通報システムの契約をしておりますのでこの対応、そ

れとさらには水道の安否確認のシステムも導入をいたしております。一時、水道メーター屋の

会社がこれをやめるということだったんですが、各町村からの要望がかなりあったようであり

まして、引き続きこの安否確認システムについては運営をするということになっておりますの

で、そこもしっかりとおさえながら安否確認や健康相談というものを、今後ともしっかりと展

開していきたいと考えておりますので御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今答弁ありましたけども、ちょっと確認の部分があるんですけども、交通手段を持たないご

高齢世帯に対して、その光回線を通じてサービスはかなり高額で導入するまではいかないと。

そういった部分で、今後訪問サービスの充実等々でそこら辺をカバーしていきたいと。 

今、話の中で、ある程度の塊でという表現があったんですけども、その塊という表現は、ど

ういうものなのか。自治会対応で、例えば自治会に出向いた中で、その福祉係さんもおられる。

あるいは防災係もあるんですけどもそういう形で何かを実施するのか。そこらへん今の説明の

中では、本当に大きな括りしか僕は言えないんですけども。そういう形で事業展開していくと

いうふうに捉えてよろしいのかどうか確認したい。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 この光回線を使った健康システム、また見守りシステムというものが相対的に事業費も提言

されて扱いやすくなるという段階においては、基本的に全戸の個々の家に端末が入っているの

が一番良いかなというふうに思っていますが、今の段階では、到底そこまでなっていないとい

うようなことであります。 

先ほど言いましたある程度の塊というのは、今は札弦センターと緑センターだけでやってま

すんで、温泉施設だとか、そういう公共施設である程度の塊が出てこればなと。個々の家につ

けるにはかなり高額になりますし、今時点での月当たり、年間当たりの利用料も結構な額にな

ります。そして大抵のお年寄りの方々は、光回線は目の前までいっているんですが引き込んで
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いないので、引き込みに係る工事と契約を通常の電話から光回線電話に切りかえるだけでも高

額な年間の負担が生じてくるというものもありますんで、そこら辺もどういうふうにこれから

判断をしながら進めていくかという部分も含めて、今後低廉な方式が出てくるのを調整をして

いきたいなと思っております。またその期間は、訪問介護サービス等もやっておりますし、そ

れぞれの安否確認システムも動いておりますから機能させながら不安の無いような対応はとっ

ていきたいというふうに考えているところであります。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 すべて配布となるとかなり高額という事業費になるという説明がありました。じゃあやはり

現実、札弦センター、緑センターの部分。これをどのような方向で活用し、実績を上げるかと

いうところをもう一度ちょっと質問したいんですけども。 

私自身も考えた中で、やはり双方向の情報を共有できる形、今は利用者の方から保健センタ

ーに問い合わせするって形なんですけども、その逆の方向で集まりに対して、例えば月に１回

の敬老会の時に保健センターの方からテレビ外線を開設して、皆さんが集まっているところで

話しかける。そういう顔と顔の見せる状態の中で、各ご高齢の方々と会話を通じて、健康相談

あるいは栄養管理あるいは投薬等。本当に細かなコミュニケーションが出来、情報を行政側か

ら提供して、皆さん方の状況を知るという形を模索したらどうなのか。あるいはやはりその限

られた場所、札弦センター・緑センターを利用しやすくするには、そこに出向けるようなお茶

会ではないですけども、ある程度の茶菓子があって等、和気あいあいの中で健康相談ができる

ような、そしてその光テレビを利用していろんな部分で会話が出来るようなサロン的な機能を

両施設で持っていたらどうなのかなと思ったんです。たまたま緑の場合、緑センターの向かい

に緑会館があるんですね。あそこでは皆さんが、カラオケもあったり、自分達でお茶を持って

きて結構楽しまれて、いろんな生きがい活動をなさっているんですけども。実際、あそこには

光回線がなくて、その向かいの緑センターにあるという実態なんですけども。そうなるとなか

なかセンターまでお越しいただいて、テレビ電話を利用するという実態が無いという話を聞い

ています。そういう部分で、もう少し行き易さのある政策をこれから検討していただきたいな

と思うんですけども。またそれについて行政サイドからそういうサービスの可能性があるんで

あればちょっと検討していただきたいと思うんですけど。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの関係でありますが、基本的にこのシステムは双方向システムになっていますから、

保健センターがメインであと札弦と緑センターと。この３カ所がつながる双方向のシステムと

いうことですので、お年寄りの顔を見ながらデータを見て、お話をしながら相談をするという

ような内容になってございます。またお年寄りのいろんな会合ですか。緑センターでやられる
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場合、また緑の会館でやられる場合だとかその都度必要があれば、こちらの方から保健師さん

なんかも出向いておりますので、そういう部分を通じながらも今までの使い方、要は使いやす

い方式をどうするかというのがやはり一番肝心なんだろうなと思っておりますので、そこらへ

んも改めて会合の中で体験してもらうのが１番なので、やっていかなければという思いでおり

ます。あくまでも使ってもらわなければ、せっかくどんないい機械を入れても、効果があらわ

れないということになってまいりますので、使っていただけるような機械もやはりある程度少

しずつ改良が加えてこられるでしょうから、使いやすいシステムとしてのソフト部分について

も保健師さんを中心としながら、これからも進めていければなというふうに思っているところ

であります。基本的に先ほども申し上げましたように、本来はそれぞれの自宅からできるシス

テムが早く出ていただければなという思いです。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 まだ実施されて３カ月程度ということで、初めての取り組みで大変だと思いますけど、きめ

細かなサービス提供、そしてやはり顔と顔がつながるような健康づくり事業として、成果が上

がるよう期待しております。 

次２点目の救急キットに関する質疑でありますけども、キットの配布状況１０８件という中

で、今現時点では９７件の配置の世帯があるという報告なんですけども、実施要綱、平成２４

年９月に制定された中で、７０歳以上の世帯の人方、そして障害者の世帯の人そして町長が特

に必要とある認めるものという括りになっているんですけど、当町において実質該当する人数

というのはどのくらいおられるのか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 当初の要綱の中で、設置をしていきたいと考えていた部分については、障害者の分、それか

ら高齢者の部分含めて予定していたのは、２５０戸程度の予定をしたところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 ２５０戸程度ということで、実質今の説明によりますと、普及率は半分に行かない状況、４

０％かなと思うんですけども。そこでもう１つ確認したい部分なんですけども、当町において、

冬季災害弱者名簿が出来ていると思うのですけども、その中におけるキットの普及率が、もし

分かれば。 

今後に向けて、その普及率を上げる施策というのが、ちょっと見えないのかなと思うんです



31 

けども、何かあればその部分をお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほどのシステムにかかわる設置と弱者名簿との人数との関係でありますが、この災害時に

おける弱者名簿の中には、これらの方々はほとんどダブっているということでございます。１

０８戸はそちらの方の名簿にも基本的に登録がされているということでありますので、ご理解

を頂きたいと思います。 

またキットの普及の関係でありますが、基本的には要望される方に設置をさせて頂いている

というやり方でありまして、相談の結果いらないよと言うことであれば、そこを是非というわ

けにもまいりませんので、そういう中で、よく内容を御説明をさせていただきながら、該当に

なるんではなかろうかと言われる方々については、積極的に受け入れていただけるように、さ

らに努力を重ねてまいりたいというふうに考えている次第であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 現状の中で、手挙げで申請して医療キットを配布するという形なんですけども、強制力はな

いんですけども、このキットの重要性と救急搬送におけるその利便性を重々考慮するんであれ

ば、やはりいろんな部分の普及啓蒙活動をしながら、現在では相談員さんあるいはケアマネー

ジャーさんが歩きながら同じように普及活動されているということは重々わかっています。重

要性を啓蒙しながら普及率を上げる。そうすることによって救急医療の現場で、仮にそういう

搬送があった場合の情報が、一刻たりとも早く搬送するという部分では、すごく有意義な手段

かなと私自身思うんですけども。 

現状では更新という手間があるんですけども、更新率って言うんですか、年に１回なのか、

あるいは半年に１回なのかちょっとお聞かせ願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほども申し上げましたように、キットの運用については、正しい情報が常になければなら

ないということであります。基本的にはしっかりされている方は、本人で検診を受けたり、身

近なところで見直していただいておりますが、それが出来ないと言うところについては、訪問

サービス事業の中で、半年に１回、データの書きかえをお願いをしているという状況にありま

すので、逐次最新の情報が入ればいいのですが、全体の事業との関係もございまして、自分で

やれない方については、訪問サービスの中で半年に１回訂正、書きかえをやらせて頂き、自分
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でやれる方については逐次直していただくという形の中で取り扱いをしている状況でございま

す。少しでも普及率を上げて、たまたまそれを利用したのは１件ではありましたが利用をされ

たという実績があるわけですので、これの重要性というのは本当にあるんだなというふうに再

確認をしているところでもありますので、しっかりとこれが機能していくように頑張っていき

たいなというふうに考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 本当に救急現場では、このキット重要性が認識されていまして、特に既往歴の中で糖尿病の

患者さんの場合、特に救急救命士の処置の現場の中で、必要最低限の情報として貴重なものと

いう報告を受けております。情報は個人情報というセーフティーをかけなきゃならない部分は

重々わかります。しかし現場においては、仮に高齢の方７０歳以上の中で、救急車をいざ呼ぼ

うと思うとパニックになって１１０番は出来ても、救急搬送の１１９番は出てこない。これが

もう実態かなと思います。そういったときに、いざ自分の身内もわからない、あるいは自分の

名前もわからなくなるという部分では、この情報キットが冷蔵庫にありますよって、マグネッ

トシールを貼っていることによって、消防の方の救急搬送に有意義に活用されているっていう

事例、当町でも１件あったということで、そういう部分で今まで以上にＰＲって言ったら言葉

悪いですけども啓蒙活動していただければなと思っております。 

私自身もそういった意味で、両親が高齢になってきた時に幾ら農家といえども、いない場合

があるんですけども、色んな部分の普及啓蒙活動を進めて行きたいと思いますので、今まで以

上に取り組んでいただきたいと思います。 

最後になりますけども、私も任期残り僅かとなった中で、今回含め一般質問は、９回ほどさ

せていただきました。その中で防災と福祉関連の部分で一般質問させていただきました。町長

が掲げる５つの目標の中で、種々いろいろ対応されてきた部分に関して、私自身も感謝申し上

げるところであります。しかしまたある部分では、道半ばの政策もあったのも事実かなと思っ

ております。敢えて答弁は一切求めませんけども、１つだけ通告しておりませんけども、町長

が公約に掲げた２つのまちづくりの基本方針に沿って、５つの目標の実現に向けて邁進されて

きた思い、今町長が振り返った中で、その思いを漢字１文字で例えるとするならば、何をあて

るかお聞かせ願いまして、私の最後の質問とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど来いろいろありますが、基本的にはこのシステム等、またそれ以外の様々なサービス

事業等を通じながら、高齢者の方が本当に住み慣れたこの地域で健康で安心して暮らしていけ

るという環境を整えていくことこそ、これからのまちづくりに本当に求められていることでは

ないかなというふうに認識をしているところでございます。 
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私もこの４年先ほど申し上げましたように公約として掲げたそれぞれの２つの基本方針と５

つの目標に向けて鋭意に取り組んできたところでありました。これを一言で一字でと言われま

してもなかなか思いつくのも無いわけでありますが、一生懸命に取り組んできたということで

ありまして、これも単に私だけの話ではなくてですね、職員の皆さんも一緒になってですね、

支えていただいたという思いで、感謝と。１文字でなく２文字になっちゃうんですけども、そ

ういう気持ちだということであります。いずれにしても、これからの町づくりしっかりとまた、

持続的な町をつくっていくためにも頑張っていかなければならないもので、これはどういう時

代になっても変わらないことではないかなというふうに思っております。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、前中康男君の質問を終わります。 

 次に、勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 先に通告しております案件につきまして質問させていただきます。４年前、橋場前町長の勇

退を受け町長選に出馬し就任されました櫛引町長におかれましては、残すところ４カ月をもっ

て任期満了となります。町は長引く地域経済の低迷に加え、少子高齢化、社会環境の変化等以

前より厳しさを増し、大きな転換期を迎え新しく就任されました櫛引町長には難しい町政運営

を強いられることが推測されたわけです。この一期４年間町長は、２つの基本方針と５つの目

標に沿って町政を推進し、さまざまな諸課題に積極的に取り組んでこられたことと思います。 

１点目の質問ですが、あと４カ月ほど任期がございますが、この４年間の目標として掲げて

きましたマニフェスト公約の達成検証と町政運営の総括についてお伺いします。 

２点目ですが、来年４月の統一地方選には町長の改選期を迎えるわけですが、先にも述べま

したように厳しく、難しい時代だからこそ多くの町民が不安と期待の中、町の進むべき方向や

町長の動向について深い関心を持っていることと思います。そこで次期の町政について担当し

ていく考えがあるかお伺いします。 

以上２点につきまして、答弁のほどよろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、勝又議員の御質問にお答えを申し上げます。次期町政の担当についての件でござ

いますが、私は先ほど申し上げましたように平成２３年の統一地方選挙町長に就任をさせてい

ただきました。この４年間、公約に掲げました２つの基本方針とその実現に係る具体的な５つ

の目標を定めて、基本的には住民参加と協働共創のまちづくり。これを基本としながら、第５

次総合計画に掲げました部門ごとの各施策に合わせて、町民の皆さんがこの町に本当に住んで

いて良かったなと実感できるまちづくりのために町民の皆さんとともに、そして町職員の皆さ

んとともに全身全霊を傾注して取り組んできたところでございます。なお、この期間に実施を

させていただきました様々な事業についてもまだまだ不足する面もあろうかと思いますが、大
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部分は実施をさせていただくことができましたし、各年度また年度末においても緊急経済対策、

町内事業者向けのそれぞれの繋ぎ事業についても実施をさせていただくことが出来ました。ま

たそれぞれのハード事業関係、公営住宅の建設、または道路の建設、そして、地上デジタルの

切り替えでの難視聴対策。また光岳小学校の屋内運動場やパパスランドの道の駅の改修整備等

様々な事業展開をさせていただくことができました。これも一重に議員各位ならびに町民皆さ

んの御支援と御協力の賜物であります。ここに衷心より厚く御礼を申し上げる次第でございま

す。またこれら施策や事業効果また福祉の向上と町の発展のために、こうした事業の展開とい

うのは一定の広がりを持って浸透しつつあるものと判断をいたしているところであります。 

そうした一方で先ほど来ありました本町の唯一の医療機関でありますクリニックきよ里が明

年３月末をもって閉院撤退をするとの予期しない事態が発生しました。私としても本当に混迷

を極めているというのが実情でありますが、町民の皆さんの健康と安全、安心を確保するため

に絶対にこの地域から診療所をなくさないとそうした決意のもとにありとあらゆる手段を講じ

ながら医療事業が中断することのないように全力で傾注してまいる所存でありますので本件に

ついての御理解を賜りたいと思います。まだまだ道半ばの感は否めませんが、この間御指導を

いただきました多くの皆さんに改めて感謝とお礼を申し上げる次第であります。 

続いて次期町政を担当する考えはあるのかとの質問でございます。先ほど申し上げましたよ

うにこの４年間時代の潮流が大きく変化する中で住民参加と協働、協創のまちづくりを理念と

しながら本当に住んでいて良かったと思えるまちづくりを推進するために全力で取り組んでき

たのが事実でございます。そうした中におきまして、まだまだこれから対応しなければならな

い大きな課題が出てきていることも事実でございます。特に国におきましてもこないだの総選

挙でも争われましたように、アベノミクスの行方もございます。それからまた町、人、仕事の

創生の提案しております地方創生の総合戦略の件もあります。そして何よりもその地域ＴＰＰ

の交渉の行方、こうした大きな課題も存在している。どの課題についても町の将来を左右しか

ねない大きな問題になっていくというふうに理解をいたしております。先ほど申し上げました

クリニックきよ里の件も本当に大きな課題でございます。こうした課題を何としても、次の世

代に引き継いでいかなければならないし、しっかりと解決できるものは解決していかなければ

ならないというふうに考えるところでございます。そうした中で、町民皆さんの御理解とご支

持、御支援をいただけるものであれば、これら課題を解決するために、そして幸せが実感でき

る住みよいまちづくりを実現するためにも引き続き町政を担当させていただきたいと思ってい

る次第であります。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） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 それでは再質問をさせていただきます。ただいま４年間の総括と次期町長選に向けての決意

熱い決意を述べていただきました。町政運営に対する総括につきましては、先の池下議員の質

問の中で細かに触れられておりますので、これについては割愛させていただきます。次期も町

政を担当するという、櫛引町長の出馬表明ともとれる熱い思いを聞かせていただいたわけです

が何点かそのことにつきまして、質問させていただきます。 
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町の将来ビジョン基本方針の中に２つ方針として謳っていますが、考え方をお聞きしたいと

思います。全国の市町村のうち約半分が３０年後には消滅の危機を迎えるという日本創成会議

が発表した長期人口推計が各方面に衝撃を与えていることは、皆さま御承知のことと思います。

早急に対策を立てないととんでもないことになるとのショック療法的な意味合いがあるのかも

しれません。ちなみに、我が町の人口は１５年後、２千２００人弱。現在の約半分という推計

になっています。少し極端な数字ですが、急激な人口減少時代に突入したことは、現実として

受けとめなければなりません。また加えて少子高齢化も大きな問題となっています。そのよう

な中において、町長は清里町の１０年そして２０年後の将来についてどのようなビジョンを描

き、どのようなまちづくりを進めていく考えか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） 

 ただいまの御質問にお答えをしたいと思います。人口減少問題、これにつきましては先に増

田元総務大臣が民間経営者で組織されております日本創成会議。これが２０４０年において現

在の市町村数が約半分になるだろうという推計をいたしました。推計の中身といたしましては

２０歳から３９歳までの女性がこの２０１０年から２０４０年にかけて全国で半分になるとい

う推計を基に今の出生率を計算するという形になっていかざるを得ないんだというのが、この

論点にあるのかなというふうに思っておりまして、俗に言う消滅する自治体になってきている

のかなと思っております。基本的に衝撃的な発言ではなかったかなと思っておりますし、清里

においても、現状としては人口が毎年減りつつあるという状況でありますから、この人口減対

策は、国はもちろんでありますが、北海道もそしてこの地域清里も大きな課題として捉えてい

かなければならないだろうというふうに思っております。 

ただ私は将来ビジョンの部分も兼ねて話をさせていただきますと清里においては、１次産業、

特にその中でも基幹産業としているのは農業であります。この農業というのは、この地がなけ

れば生産の出来ないという地域の産業であります。俗に輸出産業だとか海外とのグローバル化

の中でやる産業というのは、どうしても効率性を求めて海外に出向く。要は空洞化という現象

が生じてきますが、我が町はそうでは無いというふうに理解をいたしております。この基幹を

農業とする限り、我が町は絶対に消滅することは無いという思いでいるところでございます。

ただし人口減については、色んな面での対応が必要になってくるだろうと思っておりますし、

その前にまず、２０２５年問題も大きく出てきます。更にそれを１歩進めた２０３５年、２０

４０年に向けた体制というものも考えていかなければならないと理解をするところでございま

す。そうした中においても、今日先輩の皆さんがいろいろ繋いで来られましたこの清里町の発

展の経緯をしっかりと我々も捉えながら次へ向かった一歩を踏み出していく必要があるという

ふうに理解をしております。この町の基幹となる産業が生活の拠り所でありますから、ここを

しっかりと確保しながら様々な展開をしていかなければなりませんし、これからの重要な課題

としてはやはり子育て、教育が大きな課題になってくるだろうと。いずれにしてもこの町をつ

くっていく力となるのは若い世代でありますし、子供たちであるというふうに理解をいたして

おります。そうした面においてそこをしっかりと確認をしながら次の対応へと進んでいくとい
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うことになってこようかと思っておりますので、そういう面において、清里の将来像、子供た

ちがしっかりと夢や希望を描くことができるまちづくりをしていきたいと思うところでありま

す。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 はい。今、町長の方から人口減少問題について、うちの町の基幹産業が農業であるというこ

とでどうやったって、ここの土地以外で農業をやるわけにいきませんから、そういう部分で減

少というのはある程度のところまでというような部分の話がありました。 

ただ人口が減少すると、恐らく人口減少と高齢化ということで、これは当然納税にも影響し

てくるだろうし、町の機能自体が支障をきたし、特に医療や介護、そして社会保障行政サービ

スの質自体も低下することが予想される訳ですね。そこについては、どのように考えているの

か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） 

 先ほど申し上げましたように消滅自体にはならないと。ただ人口減少は、やっぱり今の状況

の中では、どこかの線では収まってくるかなと思っております。当面の間は、まだ自然減のこ

ともありますので、社会減を含めて減少傾向は少しずつ続いていくだろうし、そうした中での

財政運営や事業の展開の関係でありますが、これらの関係につきましても、これからどういう

ふうに動いていくかが非常に難しい。国の方においても地方創生の交付金制度とかそういうも

のを今あみ出そうとしておりますし、またそれぞれの町の自主的な財源であります交付税につ

きまして、どういうような推移を示していくかということの状況にもよって、相当内容的には

変化してくるであろうというふうには思っておりますが、いずれにしても、今までも多くの先

輩の皆さんがしっかりとした財政運営を築き上げていただいております。当面の間は、そうい

う部分をしっかりと踏まえながらも健全堅実な財政運営と合わせて、そういう事業展開も進め

ていきたいというふうに思うところでございます。 

ただこれから必要になってくるのは、やっぱり雇用との関係が出て、支える側の人方がどん

どん減っていきますので、そういう中において支える側をいかに確保していくかという大きな

課題が出てくるというふうに思います。それが２０４０年に向かった最も大きな施策対策のこ

とになってくるではないだろうかという理解をしているところであります。そこに重点的に支

援を集中していかなければならない時代が来るというふうに理解をいたしているところであり

ます。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 



37 

○３番（勝又武司君） 

 これはちょっと私の参考程度の部分なんですけども、私は人口減少がマイナスの面だけとは

限らないと思っている訳です。ただ人口が減るっていうことは、色んな部分に支障を来たすこ

とは確かなんですけど、人口が減っても幸せな暮らしっていうのはどういうものであるかって

みんなで考えて支え合っていく。住民にとっては、むしろ豊かで幸せな日々を送れる場になれ

ると思います。そのぐらいの姿勢の中で、人口減少対策をしていっていただきたいなとそのよ

うに思う次第でございます。 

再度町長から住民参加と協働共創の理念という話が出ましたので、まちづくりに対して伺い

たいと思います。いろんな取り組みを４年間の中でされてきたわけですが、私が思うのは、他

の町がこういうことでやっているから、これで成功したからというような形の人の町の真似事

と言ったらおかしいんですけども、これではきっと新規性もなく低迷していくのではないかな

と思うんですよね。それで我がまち独自の視点に立ったまちづくりってものを考えていかなく

ちゃいけない部分だと思います。 

そのような中でまた先ほど農家の話がありましたけど、田舎の経済っていうのは合理性とか

そういうものを考えて、地域社会を今まで築かれてきたわけではないということ気づかなくち

ゃいけないかなと思います。開拓以来我々、私もそうなんですけど農家の跡取りは、どんなに

条件が悪いところに住みついたとしても、これは移動できません。移動することも許されない

人たちで地域社会は築かれてきたとそう断言されてもいいんじゃないかなと思います。そして

そこには住民がともに支え合う、これ町長がよく口にされる言葉なんですが、商店街の買い支

えっていう言葉がありますけど、ここには支えるという住民の心がないと支えられないんじゃ

ないかなと思います。経済的に裕福になってきたことによって、そういうものが最近すごく希

薄になってきて、なかなか支えるっていう行動に移していけなくなってきている気がしますが、

そこら辺について、ちょっと町長の見解を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） 

 清里町のまちづくりの将来方向という部分かなと思っておりますけども、今お話がありまし

たように、町づくりは経済対策だけではないということで、やっぱり人と人との繋がりの中か

ら地域が出来、また町全体がつくられていくということかなと理解をしている次第でもござい

ます。本当に心豊かで人間らしく生きていくというための政策としてどう考えていくか、まち

づくりをどう考えていくかというのが、最も大きな課題になって来るだろうというふうに理解

をするところであります。 

従来も本町においては、第５次の基本総合計画を中心としながら、わが町の将来構想も人と

自然がともに輝き躍動すると。要は協働共創というのが、その中に秘められているというふう

に思っているところでありますので、そういう中で掲げたそれぞれの政策について、１つずつ

着実に展開をしていきたいと考えているところでありますし、それを支えていくのが人対人で

あります。そういう中において、町民の皆さんとそして行政と一体となってまちづくりを展開

する。そして住民の皆さんもまちづくりに参加している意識をしっかりと持った中で、進めら
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れていくことが最も重要で、ある一部だけが突出することのないように連携を取りながらまち

づくりを進めていくというのが基本だというふうに理解をしている次第でもございます。これ

からの時代、人口は減ってきておりますし、また少子高齢化も進みます。それから、経済もい

つになったら回復するのかわからないような状況下にもあります。こんな厳しい環境下ではあ

りますけども、今申し上げましたような内容をしっかりと踏まえながら今後のまちづくりに生

かしていきたいというふうに考えるところでありますので、今後ともよろしくお願いを申し上

げる次第でございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 有難うございます。過日清里セミナーがありました。木村俊昭先生、網走の東京農大の先生

です。その言葉の中に、地域を商品価値だけで見いだすのでなく産業、文化、歴史を掘りおこ

しまちづくりの基礎データに磨きをかけ、発信すると。他の町との違いに価値を生んでいく。

どんなまちに住みたいのか、どんなまちを次世代に残したいのかという、自ら知り気付く人を

一人二人と増やしていくというような御教示をいただいたわけでございます。 

そういう中で、町長も人と人との繋がりということをされたわけですけど、町長が公約に掲

げました住民参加と協働、共創のまちづくり。これからのまちづくりというのは、行政のお仕

着せというかそういうものでは魂の入らないものになっていくと。そういう中で、住民が町長

も言われましたけど、自らの手で案を作り、実行母体となって推進することが大事ではないか

と思います。これからの行政運営は奇抜で斬新なアイデアも求められると思いますが、その点

につきまして町長の考え方をお聞きします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 これから大きな時代の節目といいますか、潮目といいますか、これが今各地方にも及んでき

ているというふうに理解をするところであります。世界的にはグローバル化が進んできており

ますし、一面そうした中でも国の財政問題も大きくクローズアップされていると思います。大

変に厳しい時代を迎えているかと思いますが、先ほど申し上げましたように本当に町民の皆さ

んと行政と一体となって、この町をいかに皆で良くしていくかということを踏まえながら、我々

もそういう中の一員としてしっかりと役割を果たしていきたいというふうに考えるところであ

ります。清里町のこれからの未来のために皆で力を合わせた、住みやすい、幸せを実感できる

ようなまちづくりを進めていければと思っている次第であります。以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 勝又武司君。 
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○３番（勝又武司君） 

 どうもありがとうございました。あくまでも主役は住民であると思います。行政や各団体が

バラバラに動いていても始まらないと。住民と一体感を持って本気になって行動に移す。次代

を担う子どもたちが見ていて、１度は外に出ていくかもしれませんが、必ず戻ってきたい町に

なるのではないかと思います。一つ町長には忍耐と勇気を持って臨み、急がず、焦らず、慌て

ず、決して近道をしないで、こつこつと町政運営に邁進していていただきたいなと思います。 

町は一人一人の生きざまの展開であり、人は町の地域の財産であると思います。人口減少や

高齢化が進んでも社会の仕組みとか価値観を変えて、必ず明るい明日の清里町が実現できるは

ずだと思います。まず自分の町をどうしたいか。どんなまちを次世代に残したいかと。是非と

も町民と一緒に考えて進んで行っていただきたいとそのように思います。 

最後に、櫛引町長の次期町政担当に向けての新たな決意に期待を込めて、私の一般質問を終

わります。何かありましたらお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど来、いろいろ議論をさせていただいているところでありますが、基本的には子供たち

や若者がこれからの清里に夢と希望を持っていける。そしてここに住んでいる人が幸せを実感

できる、そういうまちづくりのために町政を担わせていただければという思いでございます。

町民の皆さんの力と、そして皆さん、議会関係の皆さん、そして職員の皆さんの力を結集しな

がら次の時代を切り開いていける、その先頭に立てらればという思いでおります。今後ともど

うぞ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） 

 これで勝又武司君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。ここで昼食のため１

時３０分まで休憩といたします。 

 

●日程第７  議案第４８号 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第７ 議案第４８号 清里町国民健康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。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４８号 清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例につ

きまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、健康保険法施行令の一部改正による出産育児一時金の見直しに伴い、条例の

一部を改正するものでございます。議案書を１枚お開きいただきたいと存じます。改正内容に

ついてご説明いたします。第５条第１項中３９万円を４０万４千円に改め、同項、但し書中、
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３万円を１万６千円に改めるものでございます。 

附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。なお、審議資料１ページに新旧

対照表を添付してございますので、ご参照いただきたいと存じます。 

以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４８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４８号 清里町国民健康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８  議案第４９号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第４９号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 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４９号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について

提案理由のご説明を申し上げます。議案書を１枚お開きください。 

今回の条例改正は、第２条の別表により定められている各物件の道路占用料について、今年

４月１日より施行された国の基準に準じた額へ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２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。別表道路占用料

料金表で定めた新たな占用料金につきましては、国が定めていた現在までの所在地区分による

占用料金を、今年４月に改正した地価を反映した新たな所在地区分による当町の該当料金とし

たものです。３ページから５ページにつきましても同様の改正内容となっており、道路法施行
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令の条文改正にも準じております。 

附則につきましては、施行日を平成２７年４月１日としたものです。 

以上提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

  

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４９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４９号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第９  議案第５０号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第５０号 清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定を議題とします。 

 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５０号清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

条例制定の背景でありますが、国は、子どもの教育、保育、子育て支援を総合的に進める新

しい仕組みを構築し、質の高い乳幼児期の教育、保育の総合的な提供、待機児童対策の推進、

地域における子育て支援の充実を図るため法整備を進め、いわゆる子ども子育て関連３法の１

つである子ども子育て支援法、以後法と呼びますが、この法において学校教育法等の認可を受

けていることを前提に施設事業者からの申請に基づき、市町村が対象施設事業として確認をし、

給付による財政支援の対象とする確認制度が新たに始まることになりました。その確認制度に
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おける運営に関する基準について条例で定めるとされたことから、本町の特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるため新たに条例を整備しようとするもの

です。 

次のページをお開きください。この条例は法の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準に関し、必要な事項を定めることを目的とするものです。

なお条例の制定に当たっては、法の規定により内閣府令の特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準に定める基準を事項別に従い、あるいはまたは参酌をし、定める

ものでございます。 

第１章 総則第１条は本条例の趣旨であり、ただいま申し上げました法の規定に基づき、特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準、その他必要な事項を規定する

ものであります。第２条は、条例の用語の定義です。２ページ議案をめくってください。第３

条は、事業者が適切な内容及び水準の教育保育を提供する一般原則を規定するものです。 

第２章からは、特定教育保育施設に関する運営の基準を定めるもので、第４条は、利用定員

を規定しています。次のページをお開きください。第２節、第５条から第３４条までですが、

冒頭に申し上げましたように、内閣府令の特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準に従い、規定をしています。具体的に５条では、施設は、特定教育保育の提供の前

に運営規定の内容及び手続きの説明を行い、同意を得る。第６条では、保護者からの利用見込

みに対し、正当な理由なく提供を拒否することはできない。第７条では、特定教育保育の利用

について町が行う斡旋調整及び要請に対しできる限り協力をしなければならない。このような

条例、約３０条に亘って規定をしております。議案書１０枚めくっていただきます。第３節、

特例施設型給付に関する基準。第３５条になります。第３５条は、特定教育保育施設保育所に

限りますが、支給認定子どもに対し、特別利用保育を提供する場合に遵守しなければならない

基準などについて規定するものです。３６条は、特定教育保育施設、幼稚園に限りますが、支

給認定子どもに対して特別利用教育を提供する場合に遵守しなければならない基準等について

規定をするものです。 

次のページをお開き願います。第３章になります。第３章 特定地域型保育事業の運営を関

する基準第１節、利用定員に関する基準。第３７条では、特定地域型保育事業のうち家庭的保

育事業小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型、小規模保育事業Ｃ型及び居宅訪問型保育事

業の利用定員を規定するものです。次のページをお開きください。中ほど、第２節、運営に関

する基準第３８条から５０条まででは、運営に関する基準について規定をしています。第３８

条で、特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際し、利用申込者の同意を得

なければならない。第３９条では、特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申し

込みを受けたときは、正当な理由なく提供拒否してはならないなど１３条に亘って規定をして

おります。議案書６ページ、めくっていただきます。下の方になりますが、第３節、特例地域

型保育給付に関する基準。第５１条では、特定地域型保育事業者が、支給認定子どもに対し、

特別利用地域型保育を提供する場合の基準について規定しているものです。次のページをお開

きください。第５２条は、特定地域型保育事業者が支給認定子どもに対し、特定利用地域型保

育を提供する場合の基準について規定するものです。次のページをお開きください。附則です。

附則は条例の施行期日、特定保育に関する特例施設型給付等に関する経過措置、利用定員に関

する経過措置及び連携施設に関する経過措置を規定するものです。 
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以上で清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

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。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第５０号 清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の制定は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１０  議案第５１号 

 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第５１号 清里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定を議題とします。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５１号 清里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について提案理由をご説明申し上げます。 

条例制定の背景につきましては、議案第５０号 清里町特定教育保育施設及び特性地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の制定と同様でございます。子ども子育て関連３法の

１つである子ども子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備関係、法律の整備等に関す

る法律、これにより児童福祉法の一部が改正されました。この改正により、家庭的保育事業等

が、児童福祉法に位置づけされ、市町村による認可事業とされ、家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準について条例で定めるとされたことから、本町の家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定めるため新たに条例を整備しようとするものです。 

次のページをお開きください。この条例は、児童福祉法３４条の１６第１項の規定に基づき
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする

ものです。なお条例の制定に当たっては、児童福祉法３４条の１６第２項の規定による厚生労

働省令家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に定める基準に、事項別に従い、または

参酌し、定めるものでございます。 

第１章よりご説明します。第１章総則第１条は、本条例の趣旨であり、ただ今申し上げまし

た児童福祉法３４条の１６第１項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準に関し、必要な事項を定めるとするものです。以降２１条まで総則としており、第２条で

は条例の用語の定義。次のページをお開き願います。３条では、この省令で定める基準は、家

庭的保育事業を利用している乳幼児が、明るく、衛生的な環境において素養があり、かつ適切

な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障

するものである旨を規定しています。第４条では、家庭的保育事業者等は、常にその設備及び

運営について向上させる義務を負うこと、第５条では、家庭的保育事業者等における保育のあ

り方やその保育を行う者及び設備等に関する一般原則を規定するものであります。これら２１

条に亘り規定をしております。議案書７ページ、めくっていただきます。 

中ほど第２章家庭的保育事業についてでございます。第２２条から第２６条まで、具体的に

は第２２条では、保育事業を行う場所及び設備の基準。次のページをご覧ください。第２３条

では、職員の配置。第２４条では、事業者の保育する乳幼児の保育時間。第２５条では、事業

者の保育の内容。第２６条では、事業者と利用乳幼児の保護者との密接な連絡の必要性を規定

してございます。 

第３章小規模保育事業、第１節通則でございます。第２７条は、小規模保育事業をＡ型Ｂ型

Ｃ型と区分するとの規定です。第２節小規模事業Ａ型から第４節小規模事業Ｃ型まで３つの小

規模保育事業について保育事業を行う場所及び施設の基準職員の配置、保育時間、内容、保護

者との連携等家庭的保育事業の規定の準用等を規定しております。議案書を６枚目めくってい

ただきます。中ほどになります。第４節、居宅訪問型保育事業についての規定でございます。

第３７条から第４１条まで居宅訪問型保育事業の保育の提供事業所の設備及び備品等職員の配

置あらかじめ連携する障害児入所施設等を確保しなければならないこと、それから保育時間、

保育の内容等についての家庭的保育事業の規定の準用等を規定しております。次のページをお

開きください。 

第５章は事業所ない保育事業の規定です。第４２条から第４８条まで利用定員の区分に応じ

乳児または幼児の数の定員枠を設ける事業所の設備、基準職員の配置、連携施設の確保、特例

保育時間、保育の内容等についての準用小規模型事業の職員の配置、小規模型事業所での保育

時間、保育の内容等についての準用等を規定しています。議案書を６枚めくっていただきます。 

第６章雑則になります。第４９条では、この条例で定めるものの他、必要な事項は別に定め

ることを規定するものです。 

附則です。附則は、条例の施行期日、食事の提供の経過措置、連携施設に関する経過措置、

小規模保育事業Ｂ型及び小規模事業所内保育事業の職員に関する経過措置、小規模保育事業Ｃ

型の利用定員に関する経過を規定するものでございます。 

以上で、清里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の説明を終わり

ます。 
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○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「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。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５１号 清里町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１１  議案第５２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第５２号 清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今上程されました、議案第５２号 清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定につきまして提案理由をご説明申し上げます。 

本条例の制定につきまして、いわゆる子ども子育て関連３法の１つであります子ども子育て

支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定によりまして、児童福祉法の

一部が改正され、地域における子育て支援の充実を図るため、放課後児童健全育成事業いわゆ

る学童保育事業の設備及び運営に関する基準について、国が定める基準を踏まえて、条例で定

めることとされたことから新たに条例を整備しようとするものでございます。なお、国の基準

として示されました従うべき基準及び参酌すべき基準のいずれも、本条例におきましてはすべ

て国の基準どおりとしております。それでは条ごとに説明を申し上げますので議案書を１枚お

めくりください。 

第１条では、本条例の趣旨。第２条では、この条例における用語の意義を定めております。

第３条では、最低基準の目的と第４条では、事業者は常に設備及び運営の基準を向上させなけ
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ればならないことを定めております。次のページをご覧ください。第５条の一般原則では、事

業の対象年齢及び対象条件について定めており、これまでおおむね１０歳未満としていた対象

が小学校に就学している児童に拡大されております。第６条では、非常災害に対する対策につ

いて。第７条及び次のページの第８条では、職員の一般的要件について従事する職員の倫理観

や必要な知識、技能の習得に努めることを定めております。第９条では、設備の基準として、

専用区画の面積を児童一人につきおおむね１．６５平方メートル以上とし、必要な備品等を備

えることを規定しております。第１０条では、放課後児童支援員である放課後児童健全育成事

業に従事する職員の配置数及び資格等の基準を定めております。議案書２枚おめくりください。

第１１条から第１３条では、利用者を平等に取り扱う原則をはじめ、虐待の禁止、必要な衛生

管理等に努めることについて定めております。第１４条では、事業者は事業の運営についての

重要事項を定めなければならないことを規定し、次のページの第１５条では、事業者が備える

帳簿について定めております。第１６条では、秘密を保持すること。第１７条では、利用者等

からの苦情の対応について定めております。第１８条は、開所時間及び日数の最低基準の規定

であり、小学校の休業日は、１日８時間以上、休業日以外の日は、１日３時間以上、開所日数

は、１年につき２５０日以上を原則とすることを定めております。議案書を１枚おめくりくだ

さい。第１９条では保護者との連携第２０条では、関係機関との連携を図ることの規定。第２

１条では利用者に対する事故発生時の対応等について定めております。 

附則につきましては、第１条で施行期日を、第２条で職員の資格に関する経過措置を規定し

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。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５２号 清里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定は、原案のとおり可決されました。 
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●日程第１２  議案第５３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第５３号 清里町学童保育条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今上程されました、議案 第５３号 清里町学童保育条例の一部を改正する条例につき

まして提案理由をご説明申し上げます。今回の改正につきましては、子ども子育て支援法及び

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定によります児童福祉法の一部改正に伴い、

放課後児童健全育成事業の対象児童の範囲が拡大されたことから、清里町学童保育事業の対象

児童の範囲につきましても所要の改正を行うものでございます。 

議案書を１枚おめくりください。改正内容を御説明いたします。第１条中、清里町立小学校

低学年児童を清里町立小学校に就学している児童に改めるものでございます。附則につきまし

ては、施行期日を定めるものでございます。なお別冊の審議資料に新旧対照表を添付しており

ますので後ほどご参照いただければと思います。 

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。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。したがって、議案第５３号 清里町学童保育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５４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第５４号 緑清荘の指定管理者の指定についてを議題とします。 
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 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（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第５４号 緑清荘の指定管理者の指定について、提案理由のご

説明を申し上げます。 

本件は、清里町公の周知にかかる指定管理者の指定手続きに関する条例第６条の規定により

議会の議決を求めるものであります。指定管理者を行う施設の名称は、清里町羽衣町３１番緑

清荘でございます。指定する管理者の名称は清里町羽衣町３１番地３、株式会社しげた 代表

取締役武田昌三でございます。指定の期間は平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日ま

での５年間でございます。以上で説明を終わります。 

 

 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。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５４号 緑清荘の指定管理者の指定については、原案のとおり可決され

ました。 

 

●日程第１４  議案第５５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第５５号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第５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。 
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○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第５５号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第５号）に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。今回の補正予算の総額は、第１条第１項に記載のと

おり歳入歳出にそれぞれ３千６３９万６千円を追加し、予算の総額を４９億４千５百とんで５

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ご

説明申し上げます。 

第２条の債務負担行為につきましては議案書を３枚お開きください。第２表の債務負担行為

の補正は追加であり、清里町学校給食センター業務委託事業について期間限度額を記載のとお

り定めるものであります。 

はじめに今回の補正提案を行う主な事業について、別冊審議資料により説明申し上げますの

で、７ページをお開きください。なお事業の内容上段のカッコ内の数字は補正後の当該事業の

予算総額であり財源内訳は記載のとおりであります。主な事業のみ説明させていただきます。

総務費につきましては行政手続法改正に伴う例規整備にかかわる委託料１０８万円であります。

地域おこし協力隊の住宅改修にかかわる経費２５６万円。衛生費につきましては、診療所開設

者の募集に係る経費に１５２万３千円でございます。８ページをお開きください。後期高齢者

医療の平成２６年度分精算及び平成２５年度分精算及び平成２６年度保険料改定に伴う負担に

７５７万９千円。国民健康保険事業特別会計において、出産一時金件数増に伴う１１２万円の

一般会計負担になります。農業者農業集落排水事業特別会計繰出金につきましては、人件費等

の調整による２５９万８千円の減額補正であり、介護老人保健施設備品購入につきましては、

多機能心電図及び周辺機器１５６万６千円。清掃センター光熱水費電気料に１００万円の補正

を行います。９ページをお開きください。農林水産業費につきましては、農地の集積に協力さ

れる方に対する協力金である機構集積協力金交付事業に６３５万６千円の補正であります。教

育費につきましては、教員住宅整備のための実施設計に１１５万円改定される教科書に対応し

た教師用指導書購入に２９８万３千円。生涯学習総合センター電気料修繕料に１４５万２千円

の補正を行ってまいります。 

それでは続きまして、事項別明細書の款項区分により説明申し上げますので、別冊の平成２

６年度補正予算にかかわる説明書をご覧ください。歳出より説明しますので、一般会計事項別

明細書の２ページをお開きください。２款 総務費、２項 総務管理費、１目 一般管理費委

託料１０８万円については、法改正に伴う例規整備支援業務委託料であります。３ページをご

覧ください。２目 財産管理費積立金につきましては寄附金について、財政調整基金に２万円。

一般行政報告で町長よりご報告申し上げました森林組合の解散による寄付金をふるさと事業基

金に５１４万１千円を積立てるものであります。特定財源その他は、寄附金であります。５目 

自治振興費需要費４０万円につきましては、街灯電気料の補正であります。３項 開発促進費 

１目 企画振興費事業費及び工事請負費につきましては、新年度より導入いたします地域おこ

し協力隊に対する消耗品に３０万円、住宅整備に関する工事請負費に２２６万円を補正するも

のであります。４項 庭園のまちづくり事業費、２目 花と緑と交流のまちづくり事業費につ

きましては、清里町ふるさと大使任命に関する報償費に２１万円。需用費に１８万円を補正す

るものであります。なお、岡崎朋美さんを任命すべく準備を進めております。４ページをお開

きください。３款 民生費、１項 社会福祉費、３目 福祉サービス事業費に事業費委託料に

つきましては、高齢者等除雪困難者の支援に関する委託料５４万円であります。４目 老人福



50 

祉費扶助費につきましては、老人福祉施設入所者の増による措置費扶助の補正であります。４

款 衛生費、１項 保健衛生費、１目 保健衛生総務費１５２万３千円につきましては、新た

な診療所開設者の募集に必要な報償費旅費等の経費を補正するものであります。３目 各種医

療対策費につきましては、負担金補助及び交付金７５７万９千円について、後期高齢者医療費

の過年度精算及び保険料変更による後期高齢者医療給付負担金の増額であり、償還金利子及び

割引料については、平成２５年度実績精算による養育医療負担金の返納金であります。次のペ

ージをお開きください。繰出金１１２万円につきましては、出産予定被保険者数の増に伴う国

保会計繰出金の補正であります。４目 保健衛生費７５万１千円の補正につきましては、斜里

郡３町終末処理事業組合の人件費、電気料備品購入に関します案分額であり、繰出金２５９万

８千円の減額補正につきましては、農集排特会繰出への減額補正となっております。５目 保

健福祉総合センター費、１５６万６千円の補正につきましては、介護老人保健施設への備品購

入に関する経費となっております。２項 清掃費、１目 清掃事業費１００万円の補正につき

ましては、清掃センターの電気料に関する補正であります。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 農業振興費負担金補助及び交付金につきましては、機構

集積協力金６３５万６千円が主な内容であり、繰出金７２万８千円は、焼酎事業会計の繰出で

あります。特定財源国道支出金は、すべて道支出金であります。２項 林業費、１目 林業振

興費、９０万５千円の補正につきましては、森林組合開催により新たに網走地区森林組合に加

入するための加入負担金及び出資金であります。８款 消防費、１項 消防費、１目 消防費

につきましては、組合本部負担金９０万１千円の減額補正であります。７ページをご覧くださ

い。９款 教育費、１項 教育総務費、２目 教育諸費委託料１１５万円は教員住宅整備に係

る実施設計委託料であります。２項 小学校費、２目 教育振興費需用費２９８万３千円は、

教科書改訂に伴う指導書購入に係る経費の補正であります。３項 中学校費、２目 教育振興

費負担金補助及び交付金９２万８千円につきましては、中体連スケート大会スケート競技に参

加する補助金となっております。８ページをお開きください。４項 社会福祉費社会教育費、

１目 社会教育総務費、２０万９千円の補正は、英語講師交代に関する赴任旅費、器具購入費

となっております。３目 生涯学習総合センター費、１４５万２千円の補正は、センター電気

料が主な要因となっております。５項 保健体育費、１目 保健体育費２１万９千円につきま

しては、武道館電気料に対する補正であります。歳入について説明申し上げますので、１ペー

ジにお戻りください。総括によりご説明申し上げます。９款地方交付税の補正は２千４４７万

７千円であり、一般財源として所要経費を補正するものであります。その他の歳入につきまし

ては歳出の中で、説明を行いましたので省略させていただきます。 

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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 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） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第５５号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第５号）については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第５６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第５６号 平成２６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５６号 平成２６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条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ２９０万３千円を追加し、予

算の総額を、歳入歳出それぞれ７億５千７７６万１千円とするものでございます。第１条第２

項につきましては、別冊の国民健康保険事業特別会計事項別明細書により後ほどご説明申し上

げます。 

今回の補正は、前年度における退職被保険者等医療費の確定に伴う療養給付費交付金の過年

度分の補正及び出産予定被保険者の増に伴う出産育児一時金の補正、並びに実績見込みにより

退職被保険者等高額療養費の補正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、１１ページをお開きください。

２款 保険給付費、２項 高額療養費、２目 退職被保険者等高額療養費１２２万３千円の増

額につきましては、高額療養費の増加見込みに伴い、補正するものでございます。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、出産予定対象者数の増に伴い、１６８万

円を補正するものでございます。６款 介護納付費、１目 介護納付費につきましては、財源

振替を行うものでございます。 

歳入につきましては、総括表でご説明いたしますので、９ページにお戻りください。４款 療

養給付費交付金につきましては、前年度の退職被保険者等医療費の確定に伴う過年度分交付金

として１７８万３千円。９款 繰入金につきましては、出産育児一時金繰入金といたしまして

１１２万円を補正するものであります。補正総額２９０万３千円は特定財源でございます。 

 以上で、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 
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（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５６号 平成２６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１６  議案第５７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１６ 議案第５７号 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第５７号 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計補正

予算第２号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ２５９万８千円

を減額し、予算総額を９千６０４万４千円とするものです。第２項につきましては、後ほど事

項別明細書によりご説明申し上げますが、今回の補正は、当会計に属する職員１名の本年４月

の人事異動と給与改定に伴う人件費と負担金を減額補正し、電気料金の上昇を要因とする施設

管理費の需用費を増額補正するものです。 

それでは歳入歳出補正予算につきまして、ご説明いたしますので、別冊の説明資料紫色の仕

切り農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の１５ページをお開きください。 

歳出についてご説明いたします。１款 総務費、１項 総務管理費、一目 一般管理費４３

０万７千円の減額につきましては、２節 給料、３節 職員手当等、４節 共済費、１９節 負

担金補助及び交付金におきまして、職員給与費をそれぞれ記載の額に減額補正するものです。

２目 施設管理費１７０万９千円の増額につきましては、需用費における光熱水費の上昇によ

る増額補正となっております。３款 公債費、１項 公債費、２目利子につきましては、今回

の補正に伴う調整措置として財源を一般会計繰入金から、農業集落排水会計の一般財源へ振替
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を行うものです。 

次に、歳入についてご説明いたしますので、１３ページにお戻りください。歳入につきまし

ては総括でご説明いたします。４款 繰入金につきましては、一般会計繰入金であり、今回の

補正に伴い２５９万８千円を減額補正するものです。なお１０ページ以降は給与費明細書とな

っておりますが、説明は省略させていただきます。 

以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５７号 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７  議案第５８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１７ 議案第５８号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第５８号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

２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５２４万８千円を追加し、予算の総額を９千４６５万８千円とするも

のであります。 

第２項につきましては、後ほど別冊の清里焼酎事業特別会計事項別明細書により御説明申し

上げます。今回の補正は、販売製品在庫の確保及び電気料金値上げにかかる経費並びにロゴマ
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ーク等の商標登録にかかる報償費、需用費、役務費と販売促進に向けた旅費及び酒税経費の補

正を行うものであります。 

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

会計の事項別明細書の２３ページをお開きください。１款 総務費、１項 総務管理費、１目

一般管理費１４５万４千円の増額は、焼酎販売事務費で報酬費及び販売促進に係る旅費と消耗

品、手数料並びに焼酎売払い収入増加によります酒税分として増額補正するもので、特定財源

その他７２万８千円は一般会計からの繰入金であります。２款 製造費、１項 製造管理費、

１目 醸造費３７９万４千円の増額は、焼酎事業焼酎醸造事業費で、焼酎瓶製造にかかる消耗

品及び印刷製本電気料金の値上げに伴う光熱水費として増額補正するものであります。 

次に、歳入について説明いたしますので、２１ページにお戻りください。歳入につきまして

は総括で説明いたします。１款 財産収入につきましては、焼酎販売数量の増加による収入見

込み額４５２万円を増額補正、２款繰入金につきましては、一般会計より７２万８千円を繰り

入れし、増額補正いたします。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。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 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５８号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１８  意見案第１４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１８ 意見案第１４号 釧路地方裁判所北見支部における労働審判の実施を求める意

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。 
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○５番（畠山英樹君） 

 意見案第１４号 釧路地方裁判所北見支部における労働審判の実施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２６年１２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、討論を省略し採択したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第１４号を、採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、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１４号 釧路地方裁判所北見支部における労働審判の実施を求める意

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１９ 意見案第１５号 ～ 日程第２２ 意見案第１８号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第１９ 意見案第１５号 年金積立金の専ら被保険者の利益のた
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めの安全かつ確実な運用に関する意見書についてから、日程第２２ 意見案第１８号 平成２

７年度畜産物価格決定等に関する意見書についてを一括議題とします。 

 ４件について、それぞれ提出者の説明を求めます。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１５号～１８号までの４件を、一括説明をいたします。 

 意見案第１５号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意

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 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と処遇改善

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１７号 必要な介護サービスを受けられるよう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１８号 平成２７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～ 

 以上であります。 

 

○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。意見案４件については、討論を省略し採択したいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第１５号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用

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） 
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 起立全員です。 

したがって、意見案第１５号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用

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 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増員と処

遇改善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１６号 安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大幅増

員と処遇改善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１７号 必要な介護サービスを受けられるよう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１７号 必要な介護サービスを受けられるよう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１８号 平成２７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１８号 平成２７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。 

 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） 
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○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２３  発議第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２３ 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。 

 

●日程第２４ 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２４ 産業福祉常任委員会所管事務調査報告についてを議題とします。 

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

 

○７番（村島健二君） 

 産業福祉常任委員会所管事務調査報告についてご説明をいたします。 

産業福祉常任委員会では、地域の特性、資産を活用した産業振興の調査を目的にして、２件

の所管事務調査を行ったところであります。 

１件目、埼玉県鶴ヶ島市、第２９回鶴ヶ島市産業まつりについて。１１月８日～９日に、埼

玉県鶴ヶ島市運動公園において、産業まつりの国内交流物産展へ参加し、物産の販売状況と市

場の動向の調査を行っております。清里焼酎販売については、試飲を行う中で、製品への評価

高く、ボトルデザインも好評で売れ行きも好調でした。また清里産の農産物や加工品も試食を

行うことで味の評価は高く、完売となりました。今後において、鶴ヶ島市において焼酎取扱店

拡大等の課題がありました。また期間中に、全体交流会と鶴ヶ島市議会議員民生クラブとの交

流会等参加することにより、意義的な情報交換をすることができました。以上であります。 

２件目、静岡県沼津市 こだわりの一品展示会２０１４について。１１月１９日に静岡県の

沼津市にプラザウエルデイにおいて富士山東北海道、広域ビジネスマッチリング こだわりの

一品展示会２０１４への商談会及び販売会の参加し新たなビジネスチャンスの可能性を調査し

ております。清里焼酎販売については、じゃがいもでつくられた焼酎であることは余り知られ

ておりませんでしたが、試食試飲をしたところ、香り、味については好評でした。またバイヤ

ーとの相談については、大都市のイベントに積極的に出向き、数多くのバイヤーと繋がりを持

つ事業展開の重要性を感じました。 
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詳細については報告書に記載しておりますので、ご参照ください。今回の調査結果を参考に

清里町の産業振興に向け活動を進めてまいります。以上で、報告を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、産業福祉常任委員会所管事務調査報告についてを終わります。 

 

 

●追加日程第１  議案第５９号 

○議長（村尾富造君） 

 町より、議案第５９号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第６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。 

 議案第５９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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 追加日程第１ 議案第５９号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第６号）を議題とし

ます。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 只今、上程されました、議案第５９号 平成２６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。今回の補正予算の総額は、第１条第１項に記載のとおり歳

入歳出にそれぞれ８０万円を追加し、予算の総額を４９億４千５８５万１千円とするものであ

ります。第１条第２項につきましては、別冊事項別明細書より説明いたしますので、補正予算

に関する説明書の２ページをご覧ください。９款 教育費、５項 保健体育費、５目 学校給

食センター費につきましては、学校給食における食の安全確保のための備品購入に８０万円を

補正するものであります。 

歳入については１ページ総括表をご覧ください。一般財源として地方交付税８０万円を補正

するものであります。以上で、提案理由の説明を終わります。 
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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。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 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、議案第５９号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第６号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

○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２６年第６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５１分 


