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平成２６年第４回清里町議会定例会会議録（９月１７日） 

 

 平成２６年第４回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 

    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 

    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 

    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 

    ５番 畠 山 英 樹   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   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   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   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。 

報告第  ２号  平成２５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

同意第  ３号  清里町教育委員会委員の任命について 

議案第 ３３号  北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

議案第 ３４号  清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条約 

議案第 ３５号  土地改良事業の施行について 

議案第 ３６号  平成２６年度清里町一般会計補正予算（第３号） 

議案第 ３７号  平成２６年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ３８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２号） 

議案第 ３９号  平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ４０号  平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ４１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１号） 

認定第  １号  平成２５年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第  ２号   平成２５年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第  ３号  平成２５年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第   ４号  平成２５年度清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第   ５号  平成２５年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第   ６号  平成２５年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第   ７号  平成２５年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について 
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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。 

 平成２６年第４回清里町議会定例会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において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。本定例会は、決算認定が提出された議会であり、一般質問、決算審査、その

他一般議案などから判断して、本定例会の会期は本日より９月２４日までの８日間とすることが適当

と思います。以上が議会運営委員会の結果であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、委員長の報告のとおり本日から９月２４日までの８日間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、会期は本日から９月２４日までの８日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（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） 

 議会事務局長議長諸般の報告６点について御報告申し上げます。 
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大きな１点目、議員の派遣状況及び会議行事等への出席報告についてであります。１点目、６月２

６日に清里町において斜里郡３町議長副議長会議を開催しております。村尾議長、田中副議長が出席

し、３町の共通する課題等について協議を行い、その後町民活動施設の視察を行っております。２点

目、６月２７日札幌市において、北海道町村議会議員研修会に村尾議長が参加し、記載の内容にて講

演、研修を受けております。３点目、７月２９日から３１日にかけて実施されました、オホーツク圏

活性化期成会夏季要望に村尾議長が管内期成会副会長として道開発局北海道選出国会議員関係省庁に

対し、記載事項についての要望を行いました。２ページになります。４点目、８月３１日に町主催に

より開催されました平成２６年度清里町総合災害防災訓練に全議員が参加しております。防災関係機

関であります議会として議会災害対策本部を設置し、町と連携をしながら訓練に参加しております。

５点目、一部事務組合の会議等についてであります。記載の会議に、関係議員が出席しております。

６点目、その他の会議行事等について。記載の会議行事に正副議長をはじめ、各議員が出席しており

ます。３ページになります。 

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

催されております。４ページになります。 

大きな３点目、視察来町について。記載のとおり埼玉県鶴ヶ島市議会と茨城県東海村議会より視察

来町がありました。視察内容は、議会の運営状況花と緑と交流のまちづくり事業についてであり概要

説明後、焼酎工場等見学しております。議会より議長、副議長、町からは関係職員等の出席説明をい

ただき対応しておりますので、ご報告申し上げます。 

大きな４点目、平成２５年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検評価報告について。５ペー

ジの議長あて文書のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、別冊の報告書の提

出がありましたので、ご報告いたします。 

大きな５点目、例月現金出納検査の結果について。平成２６年６月分、７月分、８月分について６

ページから８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６点目、平成２６年第４回清里町議会定例会説明員等の報告について。９ページのとおりと

なっておりますのでご参照ください。以上で議長諸般の報告を終わります。 

  

○議長（村尾富造君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは町長の一般行政報告について申し上げます。 

まず大きな１の主要事業報告であります。１点目の清里焼酎新デザインの発表会及び販売につきま

しては、９月７日に開催されました第３５回ふるさと産業まつり会場にて行われております。当初計

画におきましては、清里焼酎のネーミング及び新デザインの発表と新デザインボトル４製品での同時

発売を予定しておりましたが、原酒と原酒５年のボトルにつきましては納品が遅れ、当日発売するこ

とができなくなり、記載の北海道清里・北海道清里樽の２製品での発売となりました。以前よりふる
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さと産業まつりを期して、新ボトル４製品での同時発表を町民の皆さんはもとより、町内小売店卸問

屋など関係の皆さんに対し事前に連絡を申し上げ、準備を進めてきておりましただけに、様々な要因

はあるにいたしましても結果として、４製品での同時発売をすることが出来なかった訳でありまして、

町民の皆さんを初め関係の皆さんに多大なる御迷惑をおかけし、かつ信頼を裏切ることとなりました

ことは、誠に申しわけなく、ここに衷心よりおわびを申し上げる次第であります。誠に申し訳ありま

せんでした。なお、本件に対する管理責任を明らかにするため、別途所要の措置を提案させていただ

くことと致しておりますので、何とぞ御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

次に２点目の斜里地区消防組合議会臨時会第３回についてでありますが、６月の２６日、斜里町総

合庁舎３階議事場で開催されております。付議事件の①の財産の取得につきましては、小清水分署に

係る簡易指令台設備の取得について、法の定めるところによりまして議決を求めるものでございます。

②の平成２６年度一般会計補正予算第２回につきましては、清里分署署員の被服購入に要する所要額

２０万5千円の追加補正をさせていただいたものであります。 

次に３点目の国営宇遠別川地区土地改良事業促進期成会中央提案につきましては、７月の８日、９

日の両日にかけまして記載の要望先に対し、期成会会長並びに、斜里、清里両町長により宇遠別川及

び美咲地域の国営排水施設に係る機能保全事業地区採択につきまして、提案活動を実施したものでご

ざいます。 

次に４点目の北海道横断自動車道北見・網走間建設促進期成会夏季要望についてでありますが、７

月の２９日、３０日の両日にかけまして記載の要望先に対し、期成会構成の各首長及び議長によりま

して整備の促進と予算の確保について要望活動を実施したものでございます。 

次に５点目のオホーツク圏活性化期成会夏季要望についてであります。７月の３１日管内の首長及

び議長において、要望活動を実施したものでありまして、全体８班編成で３７項目の要望につきまし

て、それぞれ関係省庁及び大臣に対し要望活動を行ったものでございます。私は総務一班として訓子

府・滝上両町長、斜里町・津別町両議会議長と共に環境省、厚生労働省、財務省に対しまして記載の

内容８項目について要望活動を実施したものでございます。次に２ページをお開き願います。 

６点目の平成２６年度清里町総合防災訓練についてであります。８月３１日、町内一円と町民会館

及び駐車場にて行われております。今年度は消防のサイレン吹鳴を巨大地震の発生に見立て、町民の

皆さんのシェイクアウト訓練と一時避難所までの避難訓練、そして町民会館では避難所設営による模

擬体験や消防団による救出、救護訓練消火訓練日赤奉仕団の皆さんによる非常炊き出し訓練、防災関

係機関による降雨体験や災害救助車両電気保安気象情報の開設など広範にわたる体験及び訓練が行わ

れたものでございます。防災減災意識の高揚と地域防災力の向上が図られたものでございます。なお、

当日は自治会及び関係機関団体より６１７名の参加をいただいたところでございます。 

次に７点目の清里保育所における未満児保育についてであります。１歳半から２歳半までの低年齢

保育を行うために進めておりました。保育施設の改修が完了いたしまして、９月１日より受け入れを

開始したところでございます。９月１５日現在の未満児の保育人数は１０名となってございまして９

月より新規に４名の方が入所されてございます。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。 

１点目の議決工事の９月１５日現在における進捗状況についてであります。平成２５年度継続事業

の進捗状況でありますが、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

施されておりまして、現在戸籍・除籍・改製原戸籍データ及び戸籍システム導入作業が完了いたしま

して、平成改正原戸籍データの作成中となってございます。進捗割合は９５％となっております。次
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に平成２６年度工事の進捗状況でございます。町有林伐採木売払いその１につきましては、記載の工

期工事内容により実施がされております。売払いが完了し、進捗割合は１００％でございます。次に

公共施設太陽光発電システム設置工事につきましても記載の工期工事内容により実施されております。

現在は基礎工事の施工中でありまして進捗割合は１０％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されております。現在は、基礎工事施工中でありまし

て進捗割合では８％となっております。次のページをごらんください。 

２点目の農作物生育状況調査についてでございます。５ページをお開きください。別紙資料により

ます農業改良普及センターから９月１日現在における農作物の生育状況調査の結果について御報告を

いただきましたのでご説明を申し上げます。まず気象の推移でありますが、気温は７月から８月上旬

にかけまして高温干ばつ傾向になりましたが、その前後につきましては、ほぼ平年並みに推移いたし

ております。また降水量は、７月下旬から８月中は平年を上回る状況でありましたが、当地方は１１

号１２号台風や前線の影響も少なく、気象全体としては安定した状況とのことでございます。それで

は作物ごとに御説明を申し上げます。秋まき小麦（きたほなみ）でありますが、既に収穫が終わって

おりまして、速報値の製品収量は、１１俵程度となっており平年を上回る見込みとのことであります。

また品質も良好のことで報告がされております。春まき小麦（はるよこい）につきましても、収穫が

終了いたしておりまして、速報値の製品収量は、平年を上回る見込みとのことであります。品質も良

好とのことで報告をいただいております。馬鈴薯（こなふぶき）につきましては、生育の遅速では４

日早く、上いも数が多く、上いも１個重は平年並みとなっているとのことでございます。なお、澱粉

工場は、９月１日より操業が開始され、ライマンも平年より高く順調に推移しているということでご

ざいます。てんさい（パピリカ）につきましては、生育の遅速で４日早く平年値を上回っており、順

調な生育とのことであります。大豆（とよみずき）につきましては、生育の遅速で７日早く茎長、葉

数、着莢数とも平年値を上回っておりまして、かなり良好な成績とのことでございます。小豆（サホ

ロ小豆）につきましても、生育の遅速で６日早く茎長、葉数、着莢数に平年値を上回っておりこれも

かなり良好な生育状況とのことであります。トウモロコシ（サイレージ用）につきましては生育の遅

速で２日早く、乳熟９２％となっておりますが、８月中旬から下旬にかけての日照不足によりまして

登熟の進みが緩慢になってきているとのことでございます。牧草（チモシー）につきましては、生育

の遅速で３日おくれておりまして２番草の収穫期であります作業状況は、４日遅れで進捗割合では１

８％とのことでございます。 

次に、大きな３の、主な会議行事等の報告になります。３ページにお戻りください。斜里岳の山開

きにつきましては、７月の６日山小屋の清岳荘前にて行われ、山岳関係者及び登山者１００名の参加

をいただき、夏山登山の山開きと安全祈願祭がとり行われたところでございます。次に、町内施設見

学についてでありますが、７月の１２日に開催がされております。清掃センター、水道配水池、札弦

地区農業集落排水センター他、町民皆さんの関心の深い生活関連施設を中心に見学をいただき理解を

深めていただいたものでございます。当日は３３名の方の参加をいただいたところであります。次に

清里町戦没者追悼式についてであります。７月の１６日保健福祉総合センターにて行われております。

御遺族ご来賓の皆さんのご臨席をいただき、戦没者８７柱の御霊に対しまして献花方式により追悼式

が執り行われたものでございます。次にふれあい広場２０１４きよさとについてでありますが７月の

２７日保健福祉総合センター前庭にて開催がされております。途中から小雨交じりのあいにくの天候

となりましたが町内外から５１団体の協賛と多くのボランティアの皆さんの御協力をいただく中、８

００名の町民の皆さんの参加をいただき障害者や高齢者の方々との交流を通じ、ノーマライゼーショ
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ンの普及啓発が図られたところでございます。４ページをお開きください。次に、ニュージーランド、

タスマン地域ケンプトン市長御夫妻の来町についてであります。７月３１日に国際交流姉妹都市であ

りますモトエカ町を管轄するタスマン地域のケンプトン市長さん御夫妻が清里町においでになりまし

た。清里高校を訪問の後、国際交流協会の主催によります歓迎交流会にて親睦交流、情報交換をいた

だいたところでございます。また翌日以降は、町内の各公共施設及び裏摩周神の子池、さくらの滝他、

知床の世界自然遺産等の視察をいただきまして９月の３日には次の訪問先へと出発をされたところで

あります。次に岡崎朋美選手の慰労会についてであります。８月の１０日、緑清荘にて行われており

ます。オリンピックスピードスケート選手後援会におきまして、岡崎朋美選手をはじめ岡崎朋美選手

を育て支えていただきました御家族、御両親、そして長田元監督をお招きし、長年の御苦労と御活躍

そして町民はもとより全国の方々に夢と希望と感動を与えていただいた御功績に対し、改めて感謝と

慰労の気持ちを伝えるとともにこれからも、各方面にわたり御活躍をいただきますことをご期待申し

上げ和気藹々のうちに終了いたしたところでございます。なお岡崎選手は滞在期間中におきまして光

岳小学校での特別講演、スケート少年団への指導、連合ＰＴＡ主催の講演会でママさんアスリートの

挑戦と題して講師をされる等、多くの町民の皆さんとの交流をされたところでございます。次に、第

３５回ふるさと産業まつりについてでありますが９月の６日、７日の両日にわたり清里市街及びモト

エカ広場において開催がされております。６日は、ふるさと産業まつりの前夜祭の行事としてじゃが

いも踊りが行われ、町内外より４２０名を超える方々の参加をいただき盛会に開催がされたところで

あります。またじゃがいも踊りの終了後には花火大会と交流ビールパーティーが開催され、多くの皆

さんの参加をいただき、こちらの方も盛会のうちに終結をいたしたところであります。ふるさと産業

まつり本番の７日は天候にも恵まれ、町おこし青年団体のゆいまーるが製作したきよっぴのお披露目

クイズと青年団による竜神太鼓の演奏でのオープニングに続いて清里焼酎の新デザイン発表会が行わ

れ、午後からはＨＢＣラジオの公開放送での歌謡ショーと最後にはお楽しみ抽選会が行われ、すべて

の行事を実施することができました。また各種特産品の販売コーナー澱粉だんご等の飲食コーナー、

体験コーナー、展示コーナー、そして子供広場など、町内外より多くの出店をいただき盛会に開催さ

れたところでありまして実行委員会はもとより、後援協賛参加をいただきました多くの関係の皆さん

に対し、改めて感謝とお礼を申し上げる次第でございます。参加来場者人数は８千人と推計をされて

おります。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。 

 

○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） 

１点お尋ねをいたします。主要事業報告の１点目にあります清里焼酎デザインの発表。この販売、

非常に残念なことに全商品揃わない中でのスタートを切らざるを得なかったと。町長から陳謝と考え

方についてお伺いしたわけでありますが、これは残念だということで終わらす問題ではないというふ

うに理解しております。本来であれば櫛引町長が２年間かけて、４０年育ててきた清里焼酎の増販を

していく目的のために展開をしてきた。まことに残念なことであります。そのことを町長の謝罪と今

後提示される事項によりまして、充分な再出発に向けた理解のできる判断を築いて、事業の展開をし

ていただきたいと。本来の目的は４０年続いた焼酎の歴史をここで大きくさらに倍増し、販売を増や

し、清里の発展に繋げていくということが大きな目的であったわけであります。その再出発の時点で
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躓いてしまった。残念なことでありますが、今後に向けてこの体制をどのように今のマイナス部分こ

れを払拭し、計画として４品目揃って発売が、実際いつからできるのか。この事業計画の再見直しが

必要だと思われます。その所信の方向性を提示すべきだと思いますが、その環境の中で詳しくは時間

も非常にあることだと思いますが、意気込みとその説明をどういう形で販売戦略をされていくのかお

尋ねをしておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの加藤議員の御質問にお答えを申し上げます。私といたしましても、今御質問いただきま

したようにこの清里焼酎４０年を期してということでの新たな気持ちでの出発という思いで、新デザ

インをいただきました４品目、同時スタートを切っていきたいという思いで、今日までこの準備を進

めてきたわけでありますがいろんな要因が重なり、どうしても２品目については、同時スタートがで

きなかったと。本当に私にとっても残気に絶えない次第でございます。結果としては、こういうこと

になったわけでありますが、これからのスタートという意味においても、しっかりとした体制を考え

ていかなきゃならんというふうに思っております。また事務的な部分をしっかり確認を取りながら、

こうしたことが二度と起きないというような中での再スタートというものを考えている次第でもござ

います。確認をしたところによりますと瓶メーカーの方では、１０月の１５日までには必ず出荷をい

たしますということでのご報告をいただいておりますし、１日も早く出荷をいただいて瓶詰作業の後

ですね１０月の１５日は店頭に並ぶような、そういうようなことで進めていきたいということで、今

準備を進めている次第でもございます。清里町の特産品として、そして自慢としてつくり上げてきた

焼酎であります。必ずやその方向に向けてしっかりとした体制をとりながら再スタートが切れる、そ

ういうような形で頑張っていきたいというふうに考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い

を申し上げたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、質疑を終わります。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 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２６年度網走ブロック市町村教育委員会協議会総会・研修会について。７月４日網走

市で開催され、定期総会の後研修会として、オホーツク教育局田中局長より「今日的な教育の課題」

についてと題して、学力体力向上対策などオホーツクが抱える現状について講話を受けました。 
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２点目、第５１回北海道市町村教育委員研修会について。７月１０日札幌市で開催され、功労者表

彰、講話、フォーラム等が行われ、講話では、「地方教育行政制度の課題と展望」と題して、改正され

た教育委員会制度の内容等、教育委員としての研鑽を深めたところであります。 

大きな２、主な会議・行事等の報告であります。 

１点目、清里町「奏者のための講習会」並びに「ジョイントコンサート」について。７月１２・１

３日の２日間、プラネットを会場に、小・中・高校生の演奏技術向上を図るため札幌市より、アンサ

ンブルグループ奏楽（そら）代表札幌交響楽団首席オーボエ奏者岩崎弘昌氏ほか、道内で活躍するプ

ロの演奏家６名による講習会並びに、合同コンサートが実施されコンクールに向けた質の高い指導を

受けることができました。なお、８月２日、北見地区吹奏楽コンクールにおいて清里高校、清里中学

校は、ともに金賞を受賞いたしております。裏面２ページをごらんください。 

２点目、緑町小学校山村留学２０周年記念式典について。平成６年から山村留学生の受け入れを始

め、２０周年を迎えたことから、７月１９日緑町小学校において来賓、同窓生、教職員、地域住民な

ど７８名が出席して、記念式典が開催されました。式典では、石井緑地域山村留学推進協議会会長の

式辞、来賓の町長祝辞等があり、最後は、児童によるクマゲラ太鼓の演奏で閉会しました。終了後は、

出席者全員による夕食交流会が行われ、久しぶりの再会に旧交を温めあいました。 

３点目、高齢者意見・芸能発表大会について。７月２４日プラネットにおいて各老人クラブより２

３組４５名が歌謡・舞踊・詩吟など日ごろの練習成果を発表し、全体で１１４名が参加して、開催さ

れました。 

４点目、スポーツ合宿の受入れについて。北見柏葉高等学校の男子バスケットボール部であります

が、２１名が８月１日から３日まで３日間清里高校も参加して、トレーニングセンターを中心に合宿

が行われました。次の網走南ヶ丘高等学校陸上部は新規でありますが、１８名が、８月２日から７日

まで６日間町内で合宿が行われ、その間清里高校・清里中学校との合同練習も実施をされております。

最後は東京大学陸上運動部でありますが、今年も８月１１日から２５日まで１５日間、３４名が参加

して合宿が行われました。１３日には、後援会主催による歓迎会、１８日には中学生との交流会、１

９日には陸上教室が行われ、また盆踊りの参加など、町民との交流にも積極的に参加をいただきまし

た。なお、後援会では、今年も１０月１８日に東京都立川市で開催される箱根駅伝予選会の応援を計

画しております。 

５点目、親子による算数国語教室並びに夏休み学習サポート教室について。今年は夏休み期間中に

２つの教室を実施いたしております。８月３日の親子による算数・国語教室には、オホーツク教育局

の指導主事を講師に、小学生７名保護者５名が参加をいたしました。また、８月５日から７日まで３

日間開催された学習サポート教室には、教員経験者や現役大学生のボランティアを講師に依頼し小・

中・高校生合わせて１０８名が参加をいたしました。３ページをご覧下さい。 

６点目、岡崎朋美スケート教室並びに教育講演会について。岡崎朋美さんが慰労会に出席し、清里

町に滞在中、町長の報告にもありましたように８月１３日にはスケート少年団への「スケート教室」

また、８月２１日には「清里町ＰＴＡ連合会教育講演会」兼「子育てを考える集い」の講師として、

ご協力をいただきました。講演会には、ＰＴＡ関係者、町民など１４１名と多数が来場し、地元とい

うことで普段は聞けない話なども披露され大変盛会でありました。 

７点目、高齢者合同運動会について。９月５日、トレーニングセンターにおいて町内老人クラブ７

団体から９１名、ことぶき大学から３５名、併せて１２６名が参加し、レクリェーション競技など、

親睦と交流が図られました。 
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次に、大きな３教育委員会の開催状況であります。第３回・第４回教育委員会が記載の内容で開催

されております。 

次に、大きな４その他「全道大会の結果について」であります。６月から９月にかけて小学生から

高校生まで、多くの全道大会に出場いたしております。結果としては上位入賞とはなりませんでした

が、管内を代表する選手・団体として全道大会で力いっぱい健闘してまいりました。各大会の出場者

等については、記載のとおりであり、説明は省略をさせていただきます。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は終わりました。 

 

●日程第６  報告第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 報告第２号 平成２５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題とし

ます。 

 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、報告第２号 ２５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について説

明を申し上げます。 

本件につきましては、地方公共団体の財政健全化に関する法律第３条第１項の規定により、監査委

員の意見を付して議会に報告するものであります。なお同法第３条第１項の規定の内容は、地方公共

団体の長は毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実

質公債比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付

し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなけ

ればならないとするのであります。なお健全化判断比率につきましては、４つの比率のうち一般会計

等における実質赤字比率及び特別会計を含めた連結実質赤字比率。これにつきましては、黒字決算と

なっております。債務負担や一般会計以外の会計の地方債償還見込み退職手当支給予定額等を含めた

負担比率を示す将来負担比率は、健全財政を維持しており、算定上比率は生じておりません。また標

準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す実質公債比率は１１．３％で、国の示した早期

健全化判断基準を大きく下回るものであります。 

次のページをお開き下さい。本ページは監査委員からの意見書となっておりますが、さらに議案書

を１枚お開き下さい。監査委員の意見は、記載のとおり健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類はいずれも適正に作成されていると認められるという御意見でございます。 

なお各健全化判断比率はすべて早期健全化基準を下回っているとしております。 

以上で説明を終わります。 
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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。 

 これで、報告第２号 平成２５年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わります。 

 

●日程第７  同意第３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 同意第３号 清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第３号清里町教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申

し上げます。 

本件につきましては、現委員の村上孝一氏が、この９月末日の任期満了を以て退任いたしますので、

新たに岸本幸雄氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定

により、議会の同意を求めるものでございます。第４条第１項の規定は、委員は市町村長の被選挙権

を有し、人格が高潔で教育学術及び文化に関し見識を有する方のうちから議会の同意を得て任命する

とする規定でございます。岸本幸雄氏は、水元町１７番地にお住まいで、昭和３６年４月１５日生ま

れの満５３歳でございます。 

なお任期につきましては平成２６年１０月１日から平成３０年９月３０日までの４年間でございま

す。履歴事項等につきましては、次のページに記載しておりますので、ご覧いただきたいと存じます。 

満場でのご同意を賜りたくよろしくお願いを申し上げ、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。 

 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、同意第３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 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、同意第３号 清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに
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決定しました。ここでただ今、教育委員に任命されました、岸本幸雄氏より挨拶の申し出があります

ので、これを許します。岸本幸雄君。 

 

○（岸本幸雄君） 

 貴重なお時間ではありますけれどもお許しをいただきましたので、高い席から誠に恐縮に存じます

が一言ご挨拶させていただきます。 

この度議員各位の格別のご高配を賜り、教育委員ご同意をいただきましたこと、不肖私にとりまし

て身に余る光栄であり、心より感謝申し上げる次第でございます。時代とともに変化の激しい社会の

中、教育におきましてもまさに変革の時代を迎えようとしております。もとより浅学菲才の身であり

若輩ものではございますけれども、子供たちのためそして町民の皆様のために誠心誠意職務を全うで

きるよう努力してまいる所存でございます。 

どうか今後とも皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単粗辞ではご

ざいますが挨拶に代えさせていただきます。大変ありがとうございました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 この度、教育委員を退任されることになりました、村上教育長より退任挨拶の申し出がありますの

でこれを許します。村上孝一君。 

 

○教育長（村上孝一君） 

 貴重なお時間でございますけれども、議長のお許しをいただきましたので退任にあたりまして一言

ご挨拶を申し上げます。 

私は、平成２２年１０月から４年間教育長として、教育行政の大変大事な役目を務めさせていただ

きました。この間各議員並びに町民の皆さんの温かいご支援とご指導を賜りまして大過なく職務を進

めることができました。心より深く感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございます。 

教育行政、今本当に改革の渦中にございます。教育再生改革実行という名のもとに、今後大きな変

化があると思いますけれども、どんなに制度が変わりましても、清里町がこれまで培ってきた良き伝

統と文化を継承し、そして地域の子どもは、地域で守り育てるこういう視点の中で、清里らしい教育

の自立発展につきまして、今後とも皆さんのご支援を心よりお願いを申し上げまして、簡単でござい

ますけれども退任の挨拶とさせていただきます。大変お世話になりました。ありがとうございます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで教育委員の就退任の挨拶を終わります。 

 

●日程第８  議案第３３号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第３３号 北海道市町村職員退職組合規約の一部を変更する規約を議題とします。 

 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３３号 北海道市町村退職手当組合規約の一部を変更する規約につ
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いて提案理由の説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法第２８６条第１項の規定により、規約の一部変更について議会の

議決を求めるものであります。 

次のページをお開きください。本件につきましては、北海道市町村退職手当組合に新たに根室北部

廃棄物処理広域連合が加入することから、地方自治法の規定により組合組織団体の協議が必要であり、

議会の議決を求めるものです。 

詳細につきましては、別冊の審議資料の新旧対照表に記載しておりますので、後程ご参照ください。

なお、附則は、施行日を総務大臣許可の日からと定めるものであります。以上で、提案理由の説明と

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３３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３３号 北海道市町村職員退職組合規約の一部を変更する規約は、原案のとお

り可決されました。 

 

●日程第９  議案第３４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第３４号 清里町重度心身障害者およびひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

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３４号 清里町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に

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。 

今回の改正は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の
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一部改正による母子及び寡婦福祉法が一部改正されたことに伴い、改正を行うものでございます。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２ページをお開き願い

ます。 

第２条第２項第１号につきましては、引用法律名の改称に伴い、母子及び寡婦福祉法を母子及び父

子並びに寡婦福祉法に改めるものでございます。第２号につきましては、父の定義の改正に伴い、父

子家庭を母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に規定する配偶者のない男子に改めるものでご

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。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。 

  

○議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３４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３４号 清里町重度心身障害者およびひとり親家庭等医療費の助成に関する条

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３５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０  議案第３５号 土地改良事業の施行についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

ただいま上程されました、議案第３５号土地改良事業の施行について提案理由の説明を申し上げま

す。 

本件は現在維持管理を行っております土地改良施設の適正管理を図るため施設の維持管理事業を変

更したいので、土地改良法第９６条の３第１項の規定により議会の議決を求めるものであります。事
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業名は、美咲地区基幹水利施設管理事業。事業主体は、斜里町及び清里町です。事業対象施設は、美

咲排水機場であります。計画変更の内容つきまして、次のページの美咲地区計画変更図をご覧くださ

い。変更の内容といたしまして、美咲地区の受益面積が図の中ほど、下段に記載の現計画面積１,５８

０ｈａから図の上段に記載の変更面積４,１８８ｈａに変更となり、受益面積が１０％以上の増加とな

ることから土地改良法の手続により変更が必要となるため、提案するものでございます。 

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。 

  

○議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第３５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） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第３５号 土地改良事業の施行については原案どおり可決されました。 

 

●日程第１１ 一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 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） 

 それでは、事前に通告しております。２項目について質問をいたしたいと思います。 

まず、公共施設における耐震調査についてでありますが、平成１８年に耐震改修促進法として法律

ができました。清里町もこの法律に従って光岳小学校体育館等他にも耐震改修されておりますがその

後の調査はどうなっているのか、まず伺いたいと存じます。 

次に、観光、整備についてでありますが、さくらの滝については、平成２３年の９月定例議会で私

が質問しておりますが、今月の９月８日ＮＨＫテレビ放送での番組「鶴瓶の家族に乾杯」が全国放送

されました。道内はもとより滋賀県・熊本県・千葉県・茨城県等からたくさんの観光客がさくらの滝

を見学に来ておりましたことは言うまでもありません。また外国人も２名おりましたが、私の伺いた
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いことは、簡易トイレの設置整備の必要性があります。３年前の答弁では、河川敷地と民有地だから

当面は現状の対応をするとの答えでありました。将来的な課題として検討していくと答えております

が、その後３年経っていまだにトイレがないということは、残念の一言に尽きる他、ありません。こ

の点についてまず伺っておきます。 

次に男鹿の滝についてでありますが、平成２５年３月の定例議会で１度伺っておりますが、そのと

きの答弁では国有林内にあるからだと答えており、観光資源の安全確保の観点からも南部森林管理署

と協議をして参ると申しておりましたが、その後どのようになったのか、伺いたいと思います。１回

目の質問を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の村島議員の御質問に、お答えを申し上げたいと思います。まず１点目の公共施設における

耐震調査の関係でございますが、本町における公共施設の耐震診断及び改修の状況につきましては、

今ございましたように法に基づきまして、耐震診断と改修を進めています。さらに２１年には、平成

２２年から２７年までの６ヵ年間を計画期間とする清里町の耐震改修促進原案、これの作成にも基づ

きながら進めてきたような状況にあります。御案内のように診断の対象となる建物については、昭和

５６年以前に建築をされた建物でありまして、かつ診断の報告と義務づけられているという部分での

詳細の基準規定がございまして、本町においてもそれは規定に基づいて診断を行ってきたところでご

ざいます。そうした中から清里町においてはトレーニングセンター、役場庁舎そして各小学校。これ

らについて該当するというようなことで診断を入れ、その結果トレーニングセンターについては、２

１年に、役場庁舎については２２年に耐震改修実施をさせていただきました。そしてまた学校関係に

おいても緑の小学校そして光岳小学校につきましても体育館の改修を行いましたし、特に光岳小学校

では特別教室の部分もそれに該当したということで、それらの建てかえ改築も行ってきたところであ

ります。また町営住宅関係につきましては、平成１９年度に公共住宅の耐震診断、耐震マニュアルが

出ておりまして、耐震性の確認をさせていただいておりまして、ほぼこれらについてもクリアがされ

ているということで、法に基づく基準規定に基づくものについては、すべての公共施設について耐震

診断をすでに実施をいたしましたし、それによって改修等の耐震補強が必要だとされるという結果に

基づくものについてもすべて現在のところ、改修が終わったというような状況にありますので、ご理

解をいただきたいと思うところであります。 

次に２点目の観光施設の整備の関係でございます。御質問のありましたさくらの滝の関係でありま

すが、以前も議員さんより御質問をいただいております。そのときにも同じようなお話を申し上げた

かと思いますが、さくらの滝については用地の問題が一つ残ってございます。また観光客が訪れる期

間がサクラマスの遡上の時期に集中すると。そしてまたそこに滞在する時間も比較的他の観光施設か

ら見ると短いというようなこともありますし、かつ電気だとか、水道関係も整っていないというよう

なことで、トイレの設置はかなり難しい部分もありますので、将来的な課題として検討させていただ

きたいとの答弁を申し上げたところでありますが、ただ今ありましたように年々口コミの影響だと思

いますが、さくらの滝の観光客が増えております。また先だってのＮＨＫの全国放送がされたという

ようなこともありまして、これから見学される方、また観光に訪れる方がこのさくらの滝も増えてく
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るんではないかなということを感じたところでありまして、周辺の自然環境また衛生面についても今

まで以上に気を使っていかなければならなくなってきたなという思いをいたしております。ただ今申

し上げましたように用地の課題もありますし、また短時間のこともあるというようなこともございま

すんで、これらのことを全体的にどう進めていったらいいのか、あの周辺のトイレだけでなく道路も

やってきているわけでありますので、それらとの一体的な観点の中から全体計画の青写真を描いてみ

る必要が出てきているんだろうというふうに判断をいたしているところでありますので、今後議会関

係をはじめ関係の各方面とも十分協議をしながら全体的な検討を加えて参りたいというふうに考えて

おりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

また、男鹿の滝の関係でございます。男鹿の滝については、昭和５１年に男鹿の滝の風景林として

地域の指定がされております。ただ現状としては、国有林内であるということで、形状の変更それか

ら木の伐採等の規制が非常に厳しく管理をされている地区でございます。現状の中におきましても砂

利道の林道や駐車場また転落防止の柵と、これについては安全確保の観点から南部森林管理署に設置

をしていただいておりまして、維持管理をされているというところでございます。また今の駐車場に

つきましても乗用車であれば、ほぼ６台から７台程度は駐車できる駐車場が整備をされておりますの

で、現状の観光客の数からいくと、この程度でもいいのかなというふうには思っておりますが、さら

なる拡張ということになれば、森林管理署とも十分に協議をしていかなければならない事項だなとい

うふうに考えております。また町の方も森林のその木の伐採だとか、危険な木の撤去だとかまた、枝

払いだとかいろんな部分において許可の要らない範囲の中で営林署とも協議をしながら、町としても

観光施設としての維持管理事業として、それらの関係は南部管理署とともに実施をさせていただいて

いるという関係にございます。基本的には、男鹿の滝は道道から入るにしても実際には緑ダムとの交

点にありまして、あそこから入るにしてもかなり距離的には遠い、本当に一番奥まった所にある資源

でございます。そうしたことから訪れる観光客も他の観光地に比してかなり少ない訳でありますので、

あまり手の入っていない原始の観光資源として自然の姿のままで、秘境の滝としても、次世代へ残し

ていければなと思っておりますので、今までもそうでしたが、今後とも最小限の安全確保の整備に留

めながら、保持ができればなという思いでございますので、どうぞ御理解を賜りたくよろしくお願い

を申し上げたいと思います。以上申し上げまして答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ただいま第１点目の耐震についての御答弁ございましたけども、この法律というのは原則２階建で

あるということも伺っております。そういうことで対処されてこられたのかなと思います。年数的な

ことを申し上げますと、昭和５６年と先ほど町長が言われました。これは２階建てではありませんけ

れども、ちょっと触れてみたいんですが、保育所は何年に建てられた公共施設なのか伺っておきたい

と思います。これ平屋でありますから、該当しないと言えば該当しないわけであります。しかしなが

ら建物は古くなってきております。そういうことで、現状を考えますと２階建てだけでなく、やはり

平屋だって、いろんな面で後々問題が起きてからでは遅いということで申し上げたわけです。私は申

し上げたいのは、この保育所についても、町として考える余地があるのかないのか、この点について

まず伺いたいと思います。 
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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） 

 ただ今の関係でありますけれども保育所の関係につきましては、まず建設年度から申し上げますが

札弦の保育所は４９年に完成をいたしております。また清里保育所は５０年と５１年の２ヵ年事業で

の関係でありますから、両施設とも昭和５６年以前の建物であるということであります。ただし平屋

建築の耐震義務では２階建以上、かつ、５００平米以上の基準に基づいて実施しなさいということで

ありまして、これからは外れるということであります。そんなことで町の方でも対応致してきたわけ

でありますが、今お話がありましたように多くの方々が長期間にわたって利用される施設。こういう

ものについては、単純に耐用年数基準に基づいてということだけでなくて、やっぱり耐用年数だとか

老朽化の度合いだとかを判断をしながら、安全性の確認が必要とされる。そういう場合におきまして

は、診断の実施についても検討し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。特に御

質問の保育所関係については、子どもたちが一日の大半を過ごす施設でもありますので、基本的には

対象外ということではありますけれども、今申し上げましたように安全安心の確認のために耐震診断

についても考慮すべき事項になってくるのかなというような気もいたしているところであります。こ

れらの経費また診断をするということは、その後のことも視野に入れなければならないということも

ありますので所管の委員会とも十分に協議をしながらどういう方向性でいくのかということについて

も確認をしながら進めていければというふうに考えているところでありますので、その旨、ご理解を

いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 ただ今平屋建ては該当しないとなりましたけども、該当しないのは事実法律で述べられているわけ

ですから、そのとおりだと私も認識をしております。しかしながらやはり民間でもありますけれども

この町には幼稚園もございますし、私の考えでは保育所と幼稚園の合併。そういったことも考えて行

かなければ。やはりこの保育所の建物、５１年と今伺いました。やっぱりもう古いんですね。で保育

所に扱っている年齢は、言うまでもなく小さい方ばかりですね。できることであれば何度も申し上げ

ますけれども、子どもがだんだん少なくなってきている。それに従って町もいろいろとやっぱり考え

ていかなきゃいけない段階に来ているのかなとこんなふうに思いますのでこのあたりを今後考えてい

ただきたいなと思います。この点については、これで質問を終わりますけれども何かあれば。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の耐震の関係でありますけれども、先ほど申し上げましたように基本的に基準の範囲内とい

うことではありますけれども、子どもたちが１日の大半を過ごす施設これらについてはですね、先ほ
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ども申し上げましたように今後の在り方も含めながらまた所管の委員会とも十分に協議をさせていた

だきたいというふうに思うところであります。ご案内のように、かれこれ札弦もそうですが、清里の

保育所も４０年を経過するということでありますので、仮の話ですけども耐震をやって、その強度が

出なかったという場合においては、いろんな考え方が出てくるのかなというふうに思っております。

その中の１つに今国が進めようとしている幼保一元化の話も、議論の対象になってくるのかなという

ような思いもいたしておりますが、まだこれは仮の話でありますんで今後の本当に貴重な御意見とし

て取り扱いについて十分に慎重に進めていきたいと思っておりますし、そこら辺の方々との意向も踏

まえながら、議会とも十分慎重に進めていく課題と確認しておりますので、そういうふうな形で御理

解を賜ればというふうに思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 続きまして、さくらの滝のことについて再質問させていただきますが、さくらの滝は、先ほども町

長が答弁されたようにこれは民間の土地でありまして、私の関連する斜里砂利協さんの土地でありま

す。したがって私もこの砂利協には、清里の一人として加わっているわけでありますけれども。そう

いうことでこのさくらの滝の駐車場、町で使っておられるのは言うまでもありません。けれども砂利

協さんの方に確認いたしましたところ、２、３度、今まで来ておられるということを聞いてはあった

んですけれども、なんか私がこのさくらの滝の質問をするということで、後ほどお二人で来られたと。

私の方に電話が来ましたので、すぐわかったわけでありますけれども良いことだな、言われてすぐ実

行していただいたのかなと感謝しているところであります。 

この現在使っている土地のことに関しては、砂利協さんの言うにはですね自由に使ってくださいと

認めていたらしいんですね。ですから問題なく今まで過ごしてきたわけでありますけどもやはり土地

ですから。これはやはり今後、計画の中にある砂利道の５００何十メーターありますけれども、これ

やるとなれば、どうしても駐車場が必要になるということだと思います。そうなりますとやはり相手

があるわけですからやはり駐車場のことも視野に入れて。お二人揃ってお願いに行ったと聞いており

ますから、これは良いことでありますけれども、後々問題に残らないような方法で進めていっていた

だきたいなと思います。一応これは直接関係ない話でありますけど緑のスキー場、現町長の段階では

なかったですけれども、色々と裁判まで発展したような問題も起きたりしておりますんでそういうこ

との起きないようにやっていただきたいなとまず１回目お聞きいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今のさくらの滝周辺の整備の関係でありますが、御案内のように現在駐車場として使用させて

いただいております。 

あれにつきましては土地所有者が別におりまして、町の土地ではないということでございます。そ

ういうことから基本的には何かきちんとした整備をしてということになれば、当然土地所有者の土地
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でありますから、一方的に勝手にやるわけには参りません。そんなことで従来も何も手を加えてはい

ないんですけども、使わして頂くにあたりまして、たしか平成２１年だったと思いますが、それまで

はそんなに観光の客がいなかったんですが、そのあたりから少し増えてきたということで、どんどん

他人の土地に入って駐車をして見てくと。そんな状況でありましたので、その土地所有者の方のとこ

ろにお伺いをして、その部分だけでもというお話をしたんですが、当時も全体としてとりあえず使わ

ない土地でしたので、どうぞ自由に使っていただいて結構ですというような御回答を頂き、無償での

賃貸契約をさせて頂いているという状況であります。今日までその形で毎年更新されながらきていた

というのが実態であります。 

ここに至って、これだけどんどんどんどんと観光客また見学者が増えてくるということになります

と、全体の周辺整備の滝もそうですけども、トイレの問題だとか場合によっては、売店の問題だとか

いろんな課題が出てこようかと思いますし、また砂利道の関係についても、今設計を入れているとい

う段階でそんなに遠くないうちに舗装改良していくということになりますので、なお可能性が高くな

るというふうに考えておりますので、今御指摘をいただきましたように、所有者がおりますからその

所有者との間が、万が一おかしくなるようなことになると大変な事態になりますので、そういうこと

のないようにきちっと相手方の御理解をいただく中で、進めていきたいというふうに考えております。

先だって職員に早速どういう状況かを踏まえて相手とお話をして来て頂けないかということで派遣を

させたところであります。その結果、今までは自由にどうぞという形で使わせていただいたんですが、

こちらの事情も御理解をいただきまして、場合によって役員会の中でそのような方向性についても協

議をさせていただくという回答をいただいております。その中でずっとこのままで、無償でいったら

いいんでないかというふうになるのか、売買の対応もいただけるのか。そういう状況を判断しながら、

また所管の委員会とも協議をさせて頂きたいというふうに思っております。 

それで特に道路も、今の道路用地の中で収まらない部分が出てまいりますんで、一部道路用地とし

ても必要になってくるという部分がございますので、それは全体含めて、相手側とも十分に協議をさ

せて頂くということで申し入れをさせていただいた状況にあります。そういう状況でありますので御

理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今さくらの滝につきましては、この駐車場は、町長から言われましたけれども現在無償で使用して

いるという訳でありまして、今申されましたように道路を新設するということになればどうしてもそ

れに駐車場が必要になるわけでありますから、購入しなければどうしてもならない民有地であるとい

うことは言うまでもありません。従いましてそういったことを含めて、今後相手方と交渉して１回で

なく、何度も何度もお願いしてください。先ほど町長言われたようにお二方で行ってきた答えも聞い

ております。言われたとおり、理事会にかけて判断をすると。こういうふうに言っておりますから。

ですから相手あっての話でありますから問題の起きないうちにやっぱり早目早目に手を打っていかな

いと。道路やるからといって計画を立てて、でも駐車場は抜きですよ、切り離しますよということに

ならないですから。ですから早めに相手方との交渉を私は望みたいとお願いをしておきます。 

そして、このさくらの滝については最後になりますけども、ちなみに申し上げておきますけども簡
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易トイレ。これは１ヶ月に２万５千円を出しますと立派な簡易トイレが置かれますよ。さくらの滝が

跳ぶ時期というのは限られておりますから、４ヶ月置いても金額で言うと１０万ですよ。ですから私

はさっき１回目の質問で、残念だなと言ったのはそこなんですよ。３年前に質問しておきながら、今

だ投げっぱなしで実行しないで、そうやっていたということが残念だから、あのように私が述べたわ

けなんですよ。今回も９月も終わりですから、来年に向けてこのさくらの滝の簡易トイレ設置は、是

非来年４月は改選期ですから、お互いに改選期にあたりますからどうなるかわかりませんけれども、

これは引き続き考えていただく事案だと申し上げておきます。 

次に男鹿の滝、先ほど町長から答弁がございました。私も１回質問した時にですね、町長は国有林

だから手はかけられないと。これは当たり前の話であります。それは理解しています。しかしですね、

やはりテレビであのように全国ネットで放映されたわけでありますから、見ていない方もおりますで

しょうけれども、ほとんどの方が全国ネットということは見ていたとこう思います。この映像を見て

ですね、アナウンスされた方の話では上に川がないと。川は流れていない、これは不思議な滝である

なと言うことになりますね。そういったことも含めてやっぱりこの鶴瓶と家族の乾杯ということで放

映していただいたことに本当に敬意を表したいなと私は思うんですよ。これは宣伝魅力あるこの宣伝

効果があったと思っておりますけども町長、この点についてどう考えておられるか。そして今後やは

り南部森林署の方とやっぱり何回も何度もかけあってもらって頂きたい。人が行かないからだとか距

離があって遠いからとか、そんなことじゃないんですよ。やっぱりああいう立派な観光地であります

からやはり活かしていくべきだと思いますので、この点について伺っておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問であります。 

まず、前段にありましたさくらの滝の駐車場等を含めた土地所有者との関係であります。現在使用

させていただいている場所については、別に土地所有者がいる民有地ということでございますので、

あの場所に置ける全体契約を踏まえながら、それらについても進めていきたい。決して、土地所有者

との間の相互もないような形で進めていければということで、考えている次第でもございます。また

トイレとの関係につきましても、トイレをポンと持って来て置くという部分につきましても、置いて

しまうと管理だとかの問題がありますんで、そこら辺も含めて、明年以降どういうスタイルで行って

いくのが良いのか、最終的には公共施設としてやっていくということになろうかと思いますが、それ

までの間をどういうような形が最も管理の関係等を含めてベターな方針なのか。これらも十分に検討

しながら内容を詰めていきたいというふうに思います。 

それから男鹿の滝の関係でありますが、先ほどお話を申し上げましたように基本的に国有林の中で

ありまして、あそこのところについては、風景林としての指定を受けている関係もありまして、それ

こそ草ひとつ極端に言えば動かしてはならんと。こういう場所であるということもお話をさせて頂き

ました。ただ現状としては少ないと言いながらある一定の方々は行っておりますから、きちっと滝ま

での約４００メートル。それもきちっと刈り取りがされておりますし、また踏みつけとしての道路が

きっちりあります。それと途中の危険な箇所３カ所には、木をきちんと本物の木でロープを結わえて、

安全管理もされているという状況にありますので、今後のそうした動向も踏まえながら、森林管理署
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とも十分に協議をして、せっかく見に来てこられた方が行かれないようにだとか、危なくてどうもな

らないよということが無いように、しっかりとやって参りたいというふうに考えているところでもあ

りますので、その点についても今言われましたように、本当に神秘の上流には川がないという滝です

ので、ちょっと他にはない珍しい滝だということも踏まえながら、これからしっかりと営林署とも対

応を詰めながら進めさせていただきたいと思いますので、何卒御理解を賜わりたいというふうに思い

ます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 今答弁聞きまして、十分わかったわけでありますけども、今後全般的に実行していくことを要望し

て、私の質問を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、村島健二君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。ここで１１時１０分まで

休憩といたします。 

                                  休憩 午前１０時５８分 

                                  再開 午前１１時１０分 

 

●日程第１２  議案第３６号 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き会議を続行いたします。 

追加日程第１、議案第３６号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第３号）を議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 ただ今上程されました、議案第３６号、清里町一般会計補正予算（第３号）について提案理由の説

明を申し上げます。 

補正の総額は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出にそれぞれ３千２６３万３千円を追加し、予

算の総額を４８億９千７２３万６千円とするものであります。第１条第２項につきましては、後ほど

事項別明細書により説明申し上げます。 

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説明申し上げますので、別冊審議資

料３ページをお開きください。主な概要のみ説明させていただきます。総務費につきましては、社会

保障税番号制度システム導入事業７３６万３千円の補正でございます。レストハウス改修事業にかか

わる基本実施設計７９５万円。光ブロードバンド管理事業に２７２万３千円。地域おこし協力隊募集

採用経費に１５８万７千円。道道摩周湖斜里線沿線の景観スポット整備事業に１２３万６千円。それ

ぞれ補正を行います。４ページをお開きください。民生費におきましては、地域生活支援事業に１３

８万円。衛生費につきましては、予防接種業務に１４７万千円。国保会計繰出金に２４７万２千円と
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なっております。また、農業費につきましては、農地台帳システム改修事業に１０２万６千円の追加

補正を行います。 

続きまして、事項別明細書により、款項区分により補正の内容につきまして、説明申し上げますの

で別冊の補正予算に関する説明書をご用意いただきたいと思います。歳出より説明申し上げますので、

一般会計事項別明細書の３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７３３万６千円の補正は、社会保障税番号制度いわ

ゆるマイナンバー制度の導入にかかわる関連システム改修委託料で６７０万円。公共地方公共団体公

共情報システム機構に設置する中間サーバ利用料金として、６６万３千円を補正するものであります。

特定財源は、国庫補助金６７２万９千円であります。２目財産管理費８０５万円の補正につきまして

は、寄附金１０万円を財政調整基金に積み立てるものであります。また委託料につきましては、レス

トハウスの新たな構想での改修のため、設計業務委託料７９５万円であります。特定財源その他は寄

附金であります。広報費につきましては、町政要覧の増刷であります。１５目行政システム管理費に

つきましては、北電柱、ＮＴＴ柱に強化している光ファイバーの移設等にかかわる工事請負費２７２

万３千円の補正であります。４ページをお開き下さい。 

３項開発促進費・１目企画振興費につきましては、都市圏在住の青年の招致による地域づくり等に

かかわる人材の招聘のため募集、採用業務を委託する事業でございます。補正額は１５８万７千円で

あります。本事業は、総務省事業であり、招聘準備経費、人件費活動経費について特別交付税措置さ

れるということとなっております。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、移住定住事業にかかわる首都圏内でのＰＲ事業参加にかかわる経費３４万円で

あります。３目豊かな田園づくり事業費につきましては、道道拡幅事業で整備いたします駐車帯とあ

わせて整備してまいります景観スポット整備にかかわる工事請負費１２３万６千円となっております。

５ページをご覧ください。 

３款民生費・１項社会福祉費・２目障害者自立支援費につきましては、地域活動支援センターに１

名増加分の委託料１３８万円。国、道に対する過年度返納金８６万７千円であります。２項児童福祉

費・２目保育所費につきましては、保育所において開始いたしました１、２歳児保育拡大事業により

札弦保育所を超えて、清里保育所に通所する児童への負担軽減対策としての補助金４０万４千円であ

ります。４款衛生費・１項保健衛生費・２目予防費につきましては、予防接種法改正に伴う健康管理

システム改修事業４７万６千円及び予防接種委託料１４７万１千円であります。６ページをお開きく

ださい。 

３目各種医療対策費につきましては、国保事業安定経営のため２４７万２千円を繰り出すものであ

ります。５目保健福祉総合センター費９３万２千円につきましては、保健福祉総合センターの設備修

繕３７万３千円、及び薬用冷蔵ケース及び滅菌器購入にかかる５５万８千円の補正であります。２項

清掃費・１目清掃事業費につきましては、最終処分場にかかわる小破修繕及び修繕関係の手数料であ

り、合わせて５０万円となっております。５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費につき

ましては、農地法改正に伴う農地台帳システム改修の委託料１０２万６千円であり、特定財源につい

ては、道支出金であります。次のページをごらんください。 

６款商工費・１項商工費・２目商工観光費につきましては、緑清荘の燃料を、重油から灯油へと変

更すると。これによりコスト削減を行うべく、修繕料４９万１千円。また緑温泉の暖房機更新３台分

４１万２千円であります。９款教育費・４項社会教育費・４目図書館費につきましては、経年劣化に

よって使用不能となったコピー機の更新経費４８万６千円。５項保健体育費・５目学校給食費につき
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ましては、給湯調理用ボイラーの重油から灯油への変更にかかわる経費２３万６千円となっておりま

す。 

それでは引き続き、歳入についてご説明申し上げますので１ページにお戻りいただきます。 

歳入につきましては、総括で説明申し上げました特定財源となります１３款国庫支出金・１４款道

支出金・２０款寄付金については補正概要の中で、説明を申し上げました。１８款諸収入につきまし

ては、障害者自立支援給付費負担金過年度追加交付金であり一般財源の不足分の調整措置として、９

款地方交付税を２千２３０万４千円の補正をいたしております。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。加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 総務費の財産管理費委託料のレストハウスの改修工事委託設計がでたわけですが、今回提案されて

います。この案件につきましては、実施設計まで行うという形で提案されており、無いよりはあった

方がいいという話なのか。基本的にこのレストハウスをどういう形で改修し、その目的はどこにあり、

今後そのことがどのように清里町の発展にプラスになるという判断のもとに提案されたのか。町長に

その見解を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） 

 ただいま御質問にお答えを申し上げます。旧のレストハウスに係る基本的な考え方でありますが、

本件につきましては、新年度予算を御審議いただいた３月議会においても、私の考え方を述べさせて

いただいております。基本的に清里、この本町地域の交流観光の拠点として、町外から清里町に訪れ

ていただいている皆さんの休息と、そしてまたインフォメーションのような機能を有したそうした施

設として、また特産品や何かを販売できる。そんな簡素でコンパクトな施設として清里町の魅力が発

信できる。そうしてまた立ち寄りの場としての改修整備を行ってまいる考え方でございます。現在も、

清里の特産品であります焼酎工場も建設されておりますし、またふれあい広場という中で、たまたま

レストハウスについてはブライダル部門が不採算で駄目になったということでありますから、そこの

部分は別にいたしましても、やはり地域に交流の拠点施設を構えていかなければ、清里町がますます

ジリ貧になっていくだろうという考え方で私といたしましては、そういう方向性を持って進めていき

たいという考え方で、今回予算を提案させていただきます。 

いろいろな御意見もあることと思いますが、ここに至るまでの常任委員会でのいろんなご協議や、

また町民の皆さんからもやるんであればこういう形がいいんじゃないかというような御意見等も伺っ

ておりますので、そうしたものはこの今後の協議の中でしっかりと反映をさせながら、そしてこの実

施設計に向かった、そうした十分な時間をとりながら進めてまいりたいというに思っている次第でご

ざいます。町で行うという施設に対するいろんな御意見があるんだろうというふうには思っておりま

すが、こうした方向づけを町がしていくということが本当に大切な時期に来ているんではないかなと

いうふうに思っております。と言いますのも、どうしても経済的な部分だけでいくと収支が合わない
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からやめてしまうとかというような収支の採算性の話になりますが、行政だからこそやっていかなけ

ればならないという部分を考えながら今回の提案をさせていただいたところであります。特に直接的

な経費の部分でバランスが合わないにしても、それは全体の間接的な部分での効果が一定程度のまち

づくりの効果が見込まれると判断したのであればですね、私は行政がやるべき課題というふうに捉え

て、今回提案をさせていただいておりますので、そういう面につきましても、ひとつ御理解を賜りた

くよろしくお願いを申し上げまして答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 加藤健次君 

 

○４番（加藤健次君） 

 もう１点お伺いをしておきたいと思います。これが完成した後には、部分的営業するのか、通年を

通してやるのか。あるいは規模的なものを考えたら、今町長は採算が合う、合わないが第２の問題だ

と。確かにそういう一面もありますが、今これを行うとしている現段階で最低限どういう形の施設に

なり、どういう形の運営方法、そういうものを踏まえた時に効果が出る、出ないはともかく年間通し

てどのくらいの経費がかかっていくものなのか。あるいはここに提案されているが、基本設計と実施

設計こういう形提案されているわけですが、その具体的現段階における大まかな形はどういうもので

あるのか、お伺いをしておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（柏木繁延君） 

 加藤議員からの質問にお答えいたします。完成後の施設の営業期間の関係でありますが、これにつ

きましては、通年営業というふうに考えております。また施設の管理運営経費の関係でありますが、

これにつきましては、基本的には光熱水費、燃料費等々がかかっていくでしょう。しかしながら、こ

れが個々具体的に光熱水費にいくら、燃料費にいくら等々の細かな数字は、ここではまだお答えでき

ないというのが現状でございます。 

 

○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。加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 私が先ほどの町長の基本的まちづくりの考え方は、大きくは賛成をいたします。ただ、その中に観

光の拠点あるいは来る人のための施設こういうものは、現在も形じゃなく、ソフトの面でもっともっ

と積極的にその展開をされていくべきであるというように思います。 

私は、今回のこの施設。残念なことにレストハウスの営業を中止してから、その後の模索というも

のを踏まえて、どうしていくんだという論理がいろんな形の中でなされてきたことは十分に承知をし

ております。で、委員会の提案もされてきています。委員会に提案された全てのことが非常に大切な

ことばかり、書かれています。しかしそこには言葉の話術もあります。札弦の道の駅に影響しないよ
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うに、清里の商工会に影響しないように、そして来る人方の拠点となるように。こういう表現があり

ますが、確かにレストハウスは結婚式の部分が無くなったことによる営業の大変さはありました。そ

の後、こうやって営業を進めていく中で、数多く半年間で訪れていた人がいるわけですが、その内容

は、果たして本当にこれから建てようとしている観光の案内を目的としたものが中心であったんだろ

うかと。訪れてくれる人も大切です。でも私は、観光的なものは逆に訪れてくれて良いところと思う

ことの方がまず先でないかと。この町に住み続けることのできる環境をこれから４,０００人、４,３０

０人という高齢化社会の中で、事業にはバランスがあるかもしれませんが、そういう環境の中から将

来的に本当にあそこにこういう形の施設が必要だと言うんであれば、私は、賛成します。ただ、あの

後を何とかしないとならない。そのためには、清里も観光の発信にあるいは六次化、いろんなことを

並べますが、私はそのことよりも現状としてあるコミットやいろんな部分の活用。これからのまちづ

くりの基本をもう一度考えた上でこの問題は前に進むべきだと思い、反対意見を申し上げます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 賛成討論ありませんか。勝又武司君。 

 

○３番（勝又武司君） 

 委員会の中で進めてきた中で、町側からの部分で、先に町長も述べられましたけど、ある程度の方

向性とか、そういう部分についてはもう出来上がっている部分かなとそのように感じる次第です。た

だ委員会中でも総務課長さんには確認しましたけど、今後何ぼかの案が出てきて、その中でさらに関

係機関との協議を進めた形の中で執り進めていくという形の中では、私はこの事業、スピード感をも

って進めていくべきかなと感じる次第です。委員会においては、昨年度閉めたままにはしておけない、

また立ち寄った人間が便所も空いてないような状態ではどうもならないということで、委員会の中で

開けるような形の提案をさせていただきました。そのことを踏まえた形の中で、町の玄関口でいつま

でもある程度の目的が達成できるような施設、そういうものが必要かと私は思いますので、このこと

に関しても賛成いたしますので、賛同をよろしくお願いしたいと思います。 

 

○９番（村尾富造君） 

 加藤健次君。 

 

○４番（加藤健次君） 

 勝又議員に反論するわけではないんですが、議会の中で施設を開けておくべきだとこう言ったのは、

レストハウスの再募集。現状のままでの再募集の中では、閉めることはない、開けておくべきではな

いかということで。私も今回の予算についての部分についての反対はいたしますが、オープンなトイ

レについては、私は必要だというふうに理解はしております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 他に討論ございませんか。これで討論を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから議案第３６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） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第３６号 平成２６年度清里町一般会計補正予算（第３号）は原案どおり可決さ

れました。 

 

●日程第１３  議案第３７号 

○議長（村尾富造君） 

追加日程第２、議案第３７号 平成２６年度清里町介護保険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。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３７号 平成２６年度清里町介護保険事業特別会計補正予算(１号）

について提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、１千８５８万４千円を追加し、予算の総額を４億２

千３２３万円とするものです。第２項につきましては、別冊の補正予算に関する説明書により後ほど

ご説明いたします。今回の補正は、本年度の介護給付費の当初申請額確定による国庫支出金の介護給

付費負担金の減額、道支出金の介護の給付費負担額及び支払基金交付金の介護給付費交付額の増額と

現在までの給付の伸びに基づく保険給付費の増額補正、合わせて平成２５年度介護給付費の確定によ

る道負担金、支払基金交付金の追加交付及び超過交付を受けた者の返納。さらに繰越金の確定により

補正を行うものです。 

はじめに歳出からご説明いたしますので一般会計の次の茶色の表紙、介護保険特別会計事項別明細

書の１１ページをお開きください。２款保険給付費・１項介護サービス等諸費・１目居宅介護サービ

ス給付費１千２５７万６千円の補正は、これまでの実績に基づき、居宅介護サービス給付費負担金と

居宅介護サービス計画給付費負担金の総額負担金を増額するもので、財源は特定財源の国道支出金の

３９４万６千円は国道支出金。介護給付費負担金を１３６万３千円減額し、道支出金・介護給付費負

担金が１９８万１千円。道支出金、介護給付費負担金の過年度分が３３２万８千円を充てるものであ

ります。その他財源の８６３万８千円は、支払基金交付金で一般財源８千円の減額は繰越金です。３

目の施設介護サービス給付費も、これまでの実績に基づき、施設介護サービス給付費負担金を５００

万円増額するもので、財源は特定財源・その他財源の支払基金交付金の５００万円であります。財源

のうち４６万５千円を一般財源の繰越金から国道支出金の道支出金、介護給付費負担金に振替ます。

続きまして、４款基金積立金・１項基金積立金・１目基金積立金につきましては、５２万７千円を一

般財源から、補正するものでございます。次のページをお開き下さい。第４款諸支出金・１項償還金

及び還付金・１目還付金４８万１千円の補正は、平成２５年度介護給付費等の確定による精算の結果、

超過交付金を国、北海道支払基金に返納するものであります。財源内訳は、繰越金です。 

次に歳入につきまして、総括表で申し上げますので９ページにお戻りください。総括表歳入。３款

国庫支出金・４款道支出金・５款支払基金交付金は特定財源で、８款繰越金は一般財源であります。

以上で補正予算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。 

  

○議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第３７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３７号 平成２６年度清里町介護保険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１４  議案第３８号 

○議長（村尾富造君） 

追加日程第３、議案第３８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。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３８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

２号）につきまして、提案理由を御説明申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり

歳入歳出それぞれ４１７万２千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億５千４８５万８千円

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、前年度繰越金の確定及び前年度医療費などの確定に伴う過年度返納金などの補正を行うものでご

ざいます。それでは歳出よりご説明申し上げますので、事項別明細書の１４ページをお開きください。

１１款諸支出金・１目保険税還付金につきましては、過年度還付金として１５万円の増額。２目償還

金４０２万２千円につきましては、前年度の負担金の精算による返納金の確定に伴い、療養給付費負

担金返納金３９５万６千円。特定健康診査等負担金返納金６万６千円を補正するものでございます。 

歳入につきましては、上段でお示ししているとおり特定財源であります。繰入金２４７万２千円と

一般財源であります。繰越金１７０万円を補正するものでございます。 

以上、提案の理由といたします。 

 



29 

○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。 

  

○議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第３８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、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３８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２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第３９号 

○議長（村尾富造君） 

追加日程第４ 議案第３９号 平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（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。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３９号 平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１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１８万７千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６千５７８万３千円とする

ものでございます。第１条第２項につきましては、別冊の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、前年度繰越金の確定に伴い補正を行うものでございます。それでは歳出から

ご説明申し上げますので、事項別明細書の１６ページをお開き下さい。１款総務費・１項総務管理費・

１目一般管理費につきましては、事業運営に係る印刷製本費として６万円を補正するものでございま

す。２款後期高齢者医療広域連合会納付金・１目後期高齢者医療広域連合納付金１２万７千円につき

ましては、前年度分保険料を納付するため補正をするものでございます。 

歳入につきましては、上段でお示ししているとおり一般財源であります。繰越金１８万７千円を補

正するものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（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。 

  

○議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第３９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、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３９号 平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は原

案とおり可決されました。 

 

●日程第１６  議案第４０号 

○議長（村尾富造君） 

追加日程第５ 議案第４０号 平成２６年度清里町簡易水道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。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４０号 平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

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３１１万９千円追加し、予算総額

を、６千２９４万２千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、今回の補正は平成２５年度決算処理に伴う繰越金の確定による調整措置とし

て、基金への積立を行うものであります。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、水色の仕切り簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の、１８

ページをお開きください。 

歳出よりご説明申し上げます。４款基金積立金・１目積立金につきましては３１１万９千円を積立

てるものであります。 

歳入につきましては、４款繰越金であり、補正額は３１１万９千円であり補正後の繰越金は、５１

１万９千円となります。 

以上で説明を終わります。 
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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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第４０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、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４０号 平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算(第１号）は、原案

とおり可決されました。 

 

 

●日程第１６  議案第４１号 

○議長（村尾富造君） 

追加日程第６ 議案第４１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。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４１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

１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６５万円追加し、予算総額を９千８

６４万２千円とするものであります。第２項につきましては、後ほど事項別明細書にご説明申し上げ

ますが補正の内容は、平成２５年度決算処理に伴う繰越金の確定による調整措置、及び施設需用費の

補正を行うものであります。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２０ページをお開き

ください。 

歳出より御説明申し上げます。１款総務費・２目施設管理費６５万円の増額は、処理施設における

機器類の修繕料として増額補正するものであります。３款公債費・２目利子につきましては、前年度

繰越金の確定による財源調整措置として、一般会計繰入金の９９万３千円減額し、繰越金を財源とす

る一般財源の振替を行うものであります。 

次に、歳入についてご説明いたしますので、１９ページにお戻りください。歳入につきましては、
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総括でご説明いたします。４款繰入金につきましては、繰越金の確定により調整措置であり、９９万

３千円を減額補正。５款繰越金につきましては、平成２５年度繰越金の確定により、１６４万３千円

を増額補正いたします。 

以上で説明終わります。 

 

○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。 

  

○議長（村尾富造君） 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

 

○議長（村尾富造君） 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第４１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、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４１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１号）は、

原案のとおり可決されました。ここで昼食のため１時まで休会といたします。 

 

                                 休憩 午前１１時４９分 

                                 再開 午前１３ 時００分 

 

○議長（村尾富造君） 

 午前中に引き続き、会議を続けていきます。ここで議事の都合上、日程第８ 認定第１号 平成２

５年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、日程第１４、認定第７号、平成２５年度清里

町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件を一括議題とします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 審査の方法については、議会先例により、提案理由の説明を省略し、議長と監査委員を除く全員を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査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） 
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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、議長と監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託のう

え、審査することに決定しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

 休憩中に決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選を願います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告致します。 

 

○議長（村尾富造君） 

 委員長 畠山英樹君。副委員長 前中康男君。 

 以上のとおり報告がありました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 なお、審査の日程は、明日１８日及び１９日・２２日・２４日の４日間に決定したとの報告があり

ましたので、お知らせしておきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 決算審査特別委員会が終了するまで、休会にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」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、決算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会とすることに決定しました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 本日は、これで散会いたします。ご苦労さまでした。 

 

                               閉会 午後１３時１２分 
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平成２６年第４回清里町議会定例会会議録（９月２４日） 

 

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   村 上  孝 一 

    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 

    農業委員会事務局長   二 瓶  正 規 
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    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。 

認定第１号～認定第７号（決算審査特別委員会審査報告） 

   意見案第１１号   林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書に

ついて 

   意見案第１２号   ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の拡充を求める意見書について 

   意見案第１３号  「手話言語法」制定を求める意見書について 

発議第 ２号  議員の派遣について 

道内所管事務調査報告について（議会運営委員会） 
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                                                     開会 午後１５時１３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  会議録署名の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１１８条の規定により、議長において、３番勝又武司君、４番加藤健

次君を指名いたします。 

 

   ●日程第２ 認定第１号 ～ 認定第７号   

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 認定第１号 平成２５年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第７号

平成２５年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件を一括議題とします。 

 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 決算審査特別委員会 委員長 畠山英樹君。 

 

○委員長（畠山英樹君） 

 平成２６年９月１７日。第４回清里町定例議会において決算審査特別委員会に付託された平成２５

年度清里町一般会計及び特別会計決算認定について審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則

第７６条の規定により報告いたします。 

１、審査案件。認定第１号平成２５年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第７号

平成２５年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで。 

２、審査期日平成２６年９月１８日１９日、２４日の３日間。 

３、審査の結果各会計とも認定すべきと決した。 

４、委員会の意見平成２５年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について、審査を行った結果

各会計はそれぞれ適正に予算執行及び事務処理はされており、初期の目的が達成されたものと認

めます。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標においても健全財政を維持していると判断い

たします。町税使用料等の自主財源は、人口の減少や景気の低迷等により大きな伸びは、期待は

できません。また主要財源である地方交付税においても、年々減額され、国の財政状況や施策等

による影響も懸念されます。 

今後とも、将来を見据えた計画を財政運営と町民の福祉向上と町政発展のために実施された各

種事業が有効的効率的に活用されることを望むものであります。ついては今回の決算審査特別委

員会の中で出された意見を十分に整理検討され明年度の予算の編成に反映させること今後の事業

執行にも積極的に対応されますよう要望いたします。 
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○議長（村尾富造君） 

 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） 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、一括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。 

したがって、これから、認定第１号から認定第７号までを一括して採決します。 

この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は、認定です。委員長の報告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） 

 したがって、認定第１号 平成２５年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第７

号 平成２５年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件は、委員長の報

告どおり認定することに決定しました。 

 

●日程第３ 意見案第１１号 ～ 日程第５ 意見案第１３号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第３ 意見案第１１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策に充

実・強化を求める意見書についてから、日程第５ 意見案第１３号 手話言語法制定を求める意見書

についてを一括議題とします。 

 

 ３件について、提出者の報告を求めます。 

 産業福祉常任委員会 委員長 村島健二君。 

 

○産業福祉常任委員会 委員長（村島健二君） 

 産業福祉常任委員会、提出の意見書第１１号、第１２号、第１３号を一括して説明します。 

意見案第１１号 林業木材産業の成長産業化に向けた施策の充実強化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、別紙の通り意見書を提出するものとする。 

平成２６年９月２４日提出。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下さい。前文を省略し、記以下の内容を説明します。 

１ 森林の整備から木材の利用促進といった地域の多様な取り組みを支援するため森林整備加速化

林業再生基金の継続、または同様の仕組みを創設する等林野関連施策の充実強化を図ること。 

２ 地球温暖化防止、特に、森林吸収量の歳入上限値３．５パーセントの確保のための森林整備の
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推進や木材利用促進を図るため、地球温暖化対策のための税の使途に森林吸収減対策を追加するな

ど安定な財源を確保すること。 

次に、意見書案第１２号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費補助等の拡充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、別紙の通り意見書を提出するものとする。 

平成２６年９月２４日提出、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下さい。前文を省略し記以下の内容を説明します。 

１ ウイルスのウイルス性肝硬変・肝がんに関わる医療費助成制度を創設すること。 

２ 身体障害者福祉法上の肝機能の障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に

応じた認定制度にすること。 

次に、意見書第１３号 手話言語法制定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通り意見書を提出するものとする。 

平成２６年９月２４日。提出、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下さい。前文を省略し、記以下の内容を説明します。 

手話が、音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、

手話で学べ、自由な手話が使え、さらには、手話の言語として普及、研究することのできる環境整備

を目的とした手話言語法（改称）を制定すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものとする。 

以上であります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから、３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） 

 お諮りします。 

 この意見案３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１１号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、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） 

 したがって、意見案第１１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策に充実・強化を求める意

見書については、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案第１２号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の拡充を求める意見書について
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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） 

 したがって、意見案第１２号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の拡充を求める意見書に

ついては、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案第１３号 手話言語法制定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） 

 したがって、意見案第１３号 手話言語法制定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。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 ただいま可決されました３件の意見書の提出先、並びに内容の字句等については、その整理を要す

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

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

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

た。 

 

   ●日程第６ 発議第２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 発議第２号 職員の派遣についてを、議題とします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 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ので、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、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７  

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 道内所管事務調査報告についてを議題とします。 

  

○議長（村尾富造君） 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長 委員長 澤田伸幸君。 

 

○議会運営委員会委員長（澤田伸幸君） 

 道内所管事務調査報告。議会運営委員会では、議会改革の現状等について、７月１７、１８の２日

間道内所管事務調査を行ったところであります。調査内容につきまして、１日目は虻田郡豊浦町議会

にて議会基本条例と通年議会。２日目は北海道町村議会議長会にて、道内における議会改革の現状に

ついての説明を受けております。豊浦町は人口４千３００人で漁業を基幹産業としており、道内で４

番目に議会基本条例を制定しております。８名の議員で議会運営を行っていますが、長引く不況と人

口減少により、議会活動にも影響が出ており、議会報告会における参加者の少ないことが課題となっ

ています。それぞれの議会で議会改革が行われていますが、日常における議会活動の充実や議会にお

ける十分な議論とともに先を見据えた住民のためのまちづくりが大切であるとのことでした。詳細に

ついては、報告書に記載しておりますので参照ください。今回の調査結果を参考に町民に開かれたわ

かりやすい議会活動に向けて取り組み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。 

 池下昇君。 

 

○池下 昇君。 

一つ聞きたいと思ったのが、豊浦町に研修に行きまして、議会の基本条例を学んできたと思うんで

すが、ここに書いてある通り議会報告会とか町民に対しての議会運営の開示を図るものとして書いて

あるんですが、当町の議会としては、今後どういうふうに考えているのか、ちょっと聞きたいなと思

いました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 委員長澤田伸幸君。 

 

○６番（澤田伸幸君） 

 今議会は検討課題ということで、次期に向けて検討していきたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、道内所管事務調査報告についてを終わります。 

 

●閉会宣言 

○議長（村尾富造君） 

 これで、本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。 

 

 平成２６年第４回清里町議会定例会を、閉会します。 

 

閉会 午後１５時４５分 


