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平成２７年第５回清里町議会定例会会議録（６月２３日 １日目） 

 

平成２７年第５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  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇 

   

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  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇 

   

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 

           代 表 監 査 委 員   篠 田 恵 介 

           農 業 委 員 会 長   近 藤  博 

           選 挙 管 理 委 員 長   工 藤 特 雄 

           副 町 長   宇 野  充 

           総 務 課 長   澤 本 正 弘 

           総 務 課 参 与     本 松 昭 仁      

           町 民 課 長   河 合 雄 司 
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           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 

           監査委員事務局長   小 貫 信 宏 

           農業委員会事務局長   二 瓶 正 規 

           選挙管理委員会事務局長   澤 本 正 弘 

 

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 １号  平成２６年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

  議案第３２号  平成２７年度清里町一般会計補正予算（第１号） 

  議案第３３号  平成２７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３４号  平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第３５号  清掃センター長寿命化改修工事（焼却施設）請負契約の締結について 

  一般質問    （４名７件） 
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                                                         開会 午前９時３０分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただいまの出席議員数は９名です。 

ただいまから、平成２７年第５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（田中誠君） 

 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２５条の規定により、議長において６番 勝又武司君、７番 加

藤健次君を指名いたします。 

  

   ●日程第２ 会期の決定について 

○議長（田中誠君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員会委員長 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 本定例会は、当初予算が提出された議会であり、補正予算、予算編成方針、予算審議、その他

一般議案等から日程を検討した結果、本定例会の会期は本日より６月２５日までの３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ので報告いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

本定例会の会期は委員長の報告どおり、本日から６月２５日までの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（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から６月２５日までの３日間と決定しました。 

 

●日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（田中誠君） 

 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。 

 

○事務局長（小貫信宏君） 

議長諸般の報告について、ご報告申し上げます。 

１点目、議員の派遣状況及び会議行事等の出席報告についてであります。（１）オホーツク町

村議会議長会第１回定期総会について。５月１９日佐呂間町において開催され、議長が出席して
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おります。平成２６年度決算認定役員選挙等について審議をしております。（２）オホーツク圏活

性化期成会平成２７年度定期総会について。５月２２日網走において開催され、議長が出席して

おります。決算認定及び事業計画等について審議をしております。（３）平成２７年度町村議長・

副議長研修会について。５月２６日から２７日の２日間東京都で開催され、議長が参加しており

ます。記載の内容の講演やシンポジュウムが行われ、研鑚を深めたところでございます。２ペー

ジになります。（４）北海道町村議会議長会第６６回定期総会について。６月１７日札幌市で開催

され議長が出席しております。議事の内容は、報告役員選出、議決事項各議長会からの提出議案

１５件が提出され、それぞれ原案のとおり可決承認されました。（５）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）その他、会議行事等について。

記載の会議、行事に議長を初め、各議員から出席をいたしております。 

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

れております。 

３点目、視察来町について。記載のとおり新潟県五泉市議会より視察来町がありました。視察

内容は、じゃがいも焼酎の取り組みであり、概要説明後、焼酎工場等を見学しております。議会

より議長、町からは関係職員の出席説明をいただき対応しておりますので、報告申し上げます。 

４点目、例月現金出納検査の結果について。平成２７年４月分および５月分について。６ペー

ジから９ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

５点目、平成２７年第５回清里町１回定例会説明員等の報告について。１０ページのとおりと

なっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。以上で議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

  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たいと存じます。 

まず大きな１の主要事業の報告についてであります。１点目の斜里地区消防組合議会第２回臨

時会の結果についてでありますが、５月２１日斜里町総合庁舎３階の議事場で行われております。

本臨時会につきましては、先の統一地方選挙後の初めての議会でありまして、町の議会より選出

をされました議員の皆さんにより組合議会が構成されましたので、正副議長の選挙について提案

がされたものでございます。付議案件、①議長の選挙につきましては、斜里町選出の木村耕一郎

議員が、②の副議長選出につきましては、清里町選出の田中誠議員が、それぞれ指名推薦により

当選をされております。次に２点目の斜里郡３町終末処理事業組合議会第２回臨時会の結果につ

いてであります。５月２１日斜里町総合庁舎２階大会議室にて開催されています。本臨時会につ

きましても、先の統一選挙後の初めての議会でありまして、正副議長選挙について提案されたも

のでございます。付議案件①の議長の選挙につきましては、斜里町選出の木村耕一郎議員が、②

の副議長の選挙では、小清水町選出の下平正吾議員が、それぞれ指名推薦により当選されたとこ
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ろでございます。続きまして、３点目のオホーツク圏活性化期成会定期総会の結果についてであ

ります。５月２２日網走セントラルホテルにて開催されております。記載の付議案件６件につい

て提案されました。①平成２７年度事業計画及び②平成２７年度予算③平成２７年度の市町村負

担金につきましては、一括上程されたものでありまして、３議案ともに原案どおりに可決承認が

なされてございます。④会長の選出につきましては、先に役員会が開催されまして、選考協議が

行われたところでありまして、櫻田北見市長とする旨の報告がございました。報告のとおり可決

承認がされたところでございます。②の役員の選任、専門委員会の構成につきましても、それぞ

れ役員会の協議の結果について報告がありまして、その報告をもって決定されたものでございま

す。清里町の選出でございます。田中議長さんにおかれましては、総務文教厚生専門委員会の委

員として、そして私は農林水産専門委員会の委員に選任がされたところでございます。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてでございます。最後のページ４ページをお開き

いただきたいと思います。６月１５日現在の農作物生育状況調査の結果についてでございます。

秋まき小麦、きたほなみにつきましては、草丈、茎数とも平年より下回っておりまして、出穂揃

で６日早くなっております。地区の概要にありますように、５月の好天により生育は大幅に早ま

っており、茎数の減少も早く雨不足で、草丈が短いということでございます。春まき小麦春よ恋

につきましては、草丈、葉数、茎数に前年を上回っておりまして、止葉期で４日早く、好天によ

り生育が進んでいるとのことでございます。馬鈴薯のコナフブキでありますが、茎数、茎長とも

に平年より進んでおりまして、着蕾期で８日早く、作付作業が早かったために生育についても大

きく進んでいるとのことでございます。てんさいのパプリカにつきましては、草丈、葉数ともに

平年を上回っておりまして生育の遅速で６日早く、てんさいにつきましても移植作業が早かった

ために、生育についても進んでいるとの報告でございます。大豆のとよみづきでありますが、茎

長、葉数ともに平年を上回っておりまして、出芽期で７日早く、は種作業においても、７日早い

とのことでございます。小豆サホロにつきましても、茎長、葉数ともに平年を上回っておりまし

て、出芽期で９日早く、は種作業においても７日早いとの報告でございます。トウモロコシ８５

日タイプにつきましては、草丈、葉数ともに平年を上回っておりまして、生育の遅速で３日早く、

は種作業においても３日早いとのことでありまして、５月上旬以降の高温により、出芽及び生育

が早まっているとのことでございます。牧草のチモシー１番草につきましては、雨不足の影響も

ありまして、草丈が平年を下回っておりますが、出穂期で３日早いとの報告でございます。以上、

農作物の生育状況についての御説明とさせていただきます。 

次に、大きな３の主な会議行事等の報告についてであります。春のごみゼロ運動についてであ

りますが、５月の９日に開催がされております。この運動につきましては、まちづくり運動推進

協議会との共催で毎年実施をさせていただいておりますが、今年度は記載の道路におきまして自

治会をはじめ各職域、職場、団体などから１７０人の参加をいただき、ゴミ拾い清掃作業が行わ

れたものでございます。次に、札幌清里会の総会についてでございます。５月の１６日、札幌市

三河屋会館で行われております。清里町からは、田中議長、笹渕農協参事、川筋商工会会長、そ

して私と事務局、一人の計５名で参加をいたします。札幌清里会からは中村会長他４１名の参加

でありまして、交流会の席において町と議会からは、町政などの近況報告と、農協、商工会から

はそれぞれ団体の活動状況や計画についての情報提供が行われたものでありまして、交流、懇談

の中で、盛会の内に終了をいたしたところでございます。続きまして、清里町消防団の春季消防

演習についてでございます。５月の１７日、清里町生涯学習総合センターの駐車場及び市街一円
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で開催がされたものでございます。高橋文明北海道議会議員を初め、町内外より多くの御来賓の

方々の御臨席をいただく中、本部及び各分団より消防団員７０人の参加をいただき、小隊訓練、

模擬火災訓練そして分列行進など、すべての演習が所定どおりに行われ、終了をいたしたもので

ございます。続きまして、自治会長会議でございます。５月の１８日町民会館で開催されており

ます。町からは、平成２７年度における主な事業の概要及び当面する行事や事業、さらには連絡

依頼事項などにつきまして御説明をさせていただき、御意見、御質問等をいただいたものでござ

います。次に交通安全防犯青少年育成推進委員会及び交通安全防犯協会の総会についてでござい

ます。５月の１８日、町民会館で開催がされております。推進委員４５名のご出席をいただき、

平成２６年度の事業報告と平成２７年度の事業計画についてご審議をいただき、原案どおりに可

決承認をいただいたものでございます。また総会後に、清里駐在所より町内における交通事故及

び犯罪の発生状況とその対応対策について、御講演をいただき研鑚を深めたところでもございま

す。次に３ページになります。町民プールの落成式についてでございます。５月の２３日施設の

使用開始に合わせまして、落成式を開催させていただきました。高橋文明道議会議員、森田オホ

ーツク総合振興局長、田中町議会議長を初め議会議員、教育委員、学校関係者、体育協会等の関

係の方々７２名での参加出席をいただき、テープカットのオープニングセレモニーの後に記念式

典を行い、さらに水泳少年団による記念レースにより施設の落成祝いをさせていただいたもので

あります。次に町営牧場の入牧についてであります。５月の２８日江南牧場において、今年度の

入牧が開始されました。酪農及び畜産農家は４戸から乳牛で９５頭、黒毛和牛で１８頭、計１１

３頭が入牧されたものでございます。次に、緑のフェスティバルの開催についてであります。５

月３１日、緑駅前広場で開催されました。当日はあいにくの小雨交じりの天候ではありましたが、

緑自治会を初め、多くの関係機関団体の皆さんの協力をいただき、緑小学校の子どもたちによる

クマゲラ太鼓をオープニングにキャラクターショー、丸太ころがし選手権のほか、飲食コーナー

や特産品の展示販売など各種の出店をいただき、約２千人の方々のご来場のもとで盛会のうちに

終了したところであります。なお、今年度につきましては、特別支援といたしまして、林野庁が

本年制定をいたしましたミスみどりの女神をお招きし、みどりの日のＰＲと記念植樹が行われた

ところでもございます。次に緑の植樹祭についてであります。６月の６日江南宇宙展望台周辺に

おいて開催されました。本植樹祭は、花と緑と交流のまちづくり委員会との共催によりまして、

毎年この時期に実施をさせていただいているものでございまして、自治会や自治会女性部の皆さ

んを初め、各地域職域職場、そして網走南部森林管理署の皆さんや子供たちにも参加をいただい

ておりまして、全体８５人の参加の中で、エゾヤマザクラ他、１４０本の植樹が行われたもので

ございます。続きまして、総合教育会議についてでございます。６月１８日に役場３階各種委員

会室で開催がされております。本会議につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律により、首長において、総合教育会議を設けることが新たに規定された

ものでございますので、今般法の定めに基づき、本会議において協議調整すべき事項並びに会議

の運営について協議をいたしたく開催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。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

  質疑なしと認めます。 

 これで町長一般行政報告を終わります。 

 

   ●日程第５ 教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第５ 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、主要事業報告についてであります。平成２７年度全国学力学習状況調査について。

全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握分析し、教育施策の改善を図るとともに、学校におけ

る児童生徒の学習指導、改善に生かすため行われております。調査が本年度は４月２１日全国一

斉に実施されました。本町におきましては、小学校第６学年３６名。中学校第３学年３１名を対

象に実施され、教科に関する調査では国語、算数、数学及び理科を、生活習慣や学習環境等に関

する質問調査では、児童生徒及び学校に対する調査が行われました。なお、全国全道の集計結果

につきましては、８月下旬頃発表される予定でございます。 

２点目、平成２７年度全国町村教育長会定期総会研究大会について。５月２１日、２２日の２

日間東京都で開催され、私が出席いたしました。内容につきましては、定期総会の後、当面する

教育課題について大会決議、要望事項の採択が行われ、研究大会では、著名な講師による記念講

演、全国の先進的な取り組みについての実践報告があり、最後に文部科学省初等中等教育企画課

長より教育の今日的課題と動向と題して、新たな教育委員会制度等への対応など喫緊の課題、最

新情報について説明を受けました。 

３点目、平成２７年度オホーツク管内教育委員会協議会総会について。６月８日、網走市で開

催され、教育委員長及び私が出席いたしました。付議事件は、役員の補充及び関係団体代表者の

選出、平成２６年度事業報告、決算報告の承認。平成２７年度事業計画及び予算が決定されまし

た。 

大きな２、主な会議行事等の報告であります。１点目清里町奏者のための講習会。清里吹奏楽

セミナー２０１５について。町内小中高校の連携事業として、５月２日から４日の３日間、清里

中学校を会場に小学校金管バンド、中高吹奏楽部員、演奏技術やトレーニング方法等を習得し、

レベルアップを図るため、プロの演奏者を招き講習会が開催されました。講師は、札幌市よりア

ンサンブルグループ奏楽、代表札幌交響楽団首席オーボエ奏者岩崎弘昌氏ほか１０名をお招きし、

合計７０名の参加のもとコンクールに向けた質の高い指導を受けました。次回は、７月１１日、

１２日に開催され、１２日の夜にはプラネットにおきまして奏楽メンバーとの小中高生によるジ

ョイントコンサートが予定されておりますので、一般町民の皆様方におかれましても、多数の御

来場をお待ちしているところでございます。 

２点目ことぶき大学入学式開講式について。５月１５日に来賓、大学役員並びに講師の出席の

もと開催され、総長挨拶、来賓祝辞の後、新入学性１０名の自己紹介が行われました。平成２７

年度は、学生総数６２名となり、来年３月までのことぶき大学がスタートいたしました。 

３点目、第３８回斜里岳ロードレース大会実行委員会について。本大会は、一昨年よりハーフ
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マラソンを新設し、町内少年マラソン大会と合わせて、規模を拡大し、開催しておりますが、本

年も継続して開催することを目指し、５月２８日に実行委員会が開催されております。今年も実

行委員として、体育協会などスポーツ関係団体が商工会、観光協会、女性会議、青年団などの御

協力をお願いし、実行委員長には、体育協会会長が選出されたほか、前回大会の実績報告と今後

のスケジュールについて協議をしております。なお大会は、９月２０日、日曜日１０時スタート

の予定でございます。 

次に、大きな３、教育委員会の開催状況であります。第３回教育委員会が４月２１日開催され、

記載のとおり、新たな教育委員会制度の施行に伴う規則の改正８件を含む計１３件について、審

議され、それぞれ原案どおり決定されております。また、第４回教育委員会は、６月４日開催さ

れ、記載の６件について審議され、それぞれ原案どおり決定されております。 

以上申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

   ●日程第６ 報告第１号  

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 報告第１号 平成２６年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を

行います。 

 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

ただいま上程されました、報告第１号 平成２６年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法施行令第１４６条第２項の定めにより、議会への報告を行う

ものでございます。次のページをお開きください。今回繰越したのは２款総務費、４項庭園のま

ちづくり事業、花と緑と交流のまちづくり事業、１０項地域振興費、地域振興対策事業、４款衛

生費、１項保健衛生費、農業集落排水事業特別会計繰出金事業の３事業でございます。 

総体金額につきましては、２億３８万４千円であり、翌年度繰越額は、５千７５５万７千円で

ございます。財源内訳における被収入特定財源につきましては、３千４０３万７千円であり、地

方創生先行型交付金及び地域消費喚起生活支援型交付金の国庫支出金でございます。また、一般

財源は２千３５２万円となってございます。 

以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、報告第１号 平成２６年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを終わりま

す。 

 

●日程第７ 議案第３２号 ～ 日程第９ 議案第３４号 

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第７ 議案第３２号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第１

号）から、日程第９ 議案第３４号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）

まで、都合３件を一括議題とします。 

  

   ●日程第１０ 議案第３５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 議案第３５号 清掃センター長寿命化改修工事（焼却施設）請負契約の締結につ

いてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま上程されました、議案第３５号 清掃センター長寿命化改修工事（焼却施設）請負契

約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

は、清掃センター長寿命化改修工事計画（焼却施設）でございます。工事概要をご説明申し上げ

ます。本事業は、清掃センターの燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、通風設備、電気計装設備の基本

能力の回復と二酸化炭素排出削減のため、省エネルギー施設の整備を行い、施設の延命化を図る

ものでございます。契約の方法は、随意契約であり契約金額は、６千５６６万４千円でございま

す。なお予定価格につきましては、６千８５５万８千４００円でございました。契約の相手方は、

荏原環境プラント株式会社北海道支店でございます。工事期間につきましては、契約の翌日より

平成２７年１２月１８日を予定してございます。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 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（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 
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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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３５号 清掃センター長寿命化改修工事（焼却施設）請負契約の締結につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１１ 平成２７年度町政執行方針～日程第１２ 平成２７年度教育行政執行方針 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 平成２７年度町政執行方針 並びに日程第１２ 平成２７年度教育行政執行方針

について、一括して説明を求めます。 

 最初に、平成２７年度町政執行方針について説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

（以下、町政執行方針のとおり） 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、平成２７年度教育行政執行方針について説明を求めます。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 （以下、教育行政執行方針のとおり） 

 

○議長（田中誠君） 

 これより、平成２７年度町政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 次に、平成２７年度教育行政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、平成２７年度町政執行方針、並びに、平成２７年度教育行政執行方針の説明を終わり

ます。ここで１１時１５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時  ３分～ 

                                  午前１１時１５分 
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   ●日程第１３ 一般質問 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 一般質問を行います。順番に発言を許します。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 質問の前に、新人の私に大切な一般質問の機会をいただいたこと、先輩議員にまず感謝を申し

上げます。それでは町長に質問いたします。花と緑の事業について。 

まずこの事業は１５年目を迎え、本事業が前期、中期、後期いろいろな説明があったと思って

おります。この事業に対して、検証と結果についてお聞かせください。また今後におけるこの事

業の将来像と計画についてお尋ねしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの河口議員の御質問にお答えを申し上げたいというふうに思います。 

花と緑の事業の関係でございますが、本事業については、ご案内のように第４次の清里町総合

計画と現行の第５次の清里町総合計画の重点プロジェクト事業として位置づけられたものであり、

且つ、行政と住民とのパートナーシップ事業として自治会の皆さんを初め関係機関、団体の皆さ

んで構成をされております。花と緑と交流のまちづくりの委員会が中心となって、この事業を取

り組んできたという経過がございます。ですからこの事業については、平成１３年に正式にスタ

ートされたという事で、今御案内のように、今年で１５年目を迎えるという経過の中にあります。

この事業、最初から行政と町民みなさんとの重点事業であり、パートナーシップ事業としての取

り組みでありますから、町民あげてのシンボル的なまちづくり活動運動としての事業というふう

に位置づけがされております。そうしたことから平成４年に農林水産省が実施いたしました、全

国農村景観。先ほどの執行方針の中でも申し上げましたが、その中の清里町は１００選の町に選

ばれ、その中でも特に優れた２０選の町として選定がなされたところであります。これを１つの

契機としながら、翌年平成５年からは道道摩周湖斜里線の上斜里地域側に、地域の人方の御協力

の中で、コスモスロードの事業がスタートをいたしました。併せてＪＡ女性部の皆さん方が家の

周りだとかその周辺にフラワーロードという形の中でさまざまな花を植えていただいた。こうい

うような展開がされたところであります。また商店街の近代化事業に取り組んでいたということ

で、その完成に併せて広くなった歩道をいかに活用しながら、多くのお客さんに清里町に来ても

らえるそういう対策として何かみんなで取り組めるものはないだろうかという模索もあり、商店

街のガーデニングと言いますか、花壇や植栽の導入をしていくと。今までもそれぞれの家庭の庭

園づくりだとかガーデニングに取り組んでいただいた部分を総体で取りまとめをしながら体系を

つけていったと言うのが、この事業のスタートではないかなというふうに理解をしているところ

でございます。皆さん方はじめての取り組みということで、これに関わるいろんなガーデニング

の講習、研修事業も並行して実施させていただきました。いろんな花を選ぶにしてもどういう花

をどういうふうに組み合わせていったら良いのかというようなところからスタートをしまして、

１年目では主に市街地の商店街を中心とする大きなプランター設置させていただきながら、夏は
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花と緑の事業、そして冬はイルミネーション事業というようなことで、少しでも賑わいを持たせ

たいという思いでスタートをしたわけでありますし、そのためには自分たちが負担ばっかりでは

なかなか続かないだろうというようなことで、花であれば皆さん方も愛でながら、楽しみながら

花づくりをやりながら、そしてよそから来た人もそれを見てきれいな町だねと言っていただきな

がら、且つそこでジュースの１本でも２本でも買っていただければありがたいと思います。 

またこの事業が継続されたことによって各行政視察もかなりきておりますし、それ以外の団体

や機関からも多くの方々が清里町の花づくりと言いますか、花と緑を活用しながら住民運動をど

う組み立ててきたのかというようなことでの視察をたくさんいただいたところであります。そう

した具体的な視察をいただきながら、さらに皆さんとも協議をしながら、この事業の発展をさせ

てきたというのが実情でございます。こんな取り組みの中で、主に事業の総体としての枠組みは

してありますけれども、これはあくまでもそれぞれの町民の皆さんや、またそれぞれのお店の個

店の方々の自主的自発的な参加というものでありますから、決して強制的に進めたとかそういう

ことでなくて、そういう中で１つの機運の盛り上がりと、今まで続けてきた花いっぱい運動の調

和を取れた事業としての推進がなされてきたものだというふうに思っております。 

そういう事業のおかげで平成１４年には北海道の北のまちづくり北海道知事賞を受賞させて

いただきましたし、その次の年は全国花のまちづくり大賞、要は花のまちづくり日本一というこ

とでの表彰もいただきました。また１８年には、ちょうど自治法の施行との絡みがありまして、

過疎地域自立の優良地域としての表彰もいただきました。また併せて１９年には総理大臣表彰と

いうことで緑化事業の関係で、これも単純に花がきれいで花のきれいなまちづくりという花の評

価ではなくて、住民活動としてこういう活動を展開したまちづくりに対する表彰ということでの

評価をいただいたところでございます。 

このような評価と清里の場合は先ほども言いましたように、農村景観１００選でありますから、

もともと農業者の生活の生産の営みの中から出てきた、このすばらしい田園景観をバックグラン

ドとしながら、この町そのものが庭園のような美しいまちとしての評価をいただいているという

ことについては、大きな成果があったものと評価をするところでありまして、第４次の総合計画

スタートの時からそして中間見直しの５年後の中間見直し、そしてさらには第５次の総合計画の

スタートにあたっても、この事業は年々重点事業として引き継がれてきたという経過があるとこ

ろでありますし、また併せてこれらの事業展開と清里町自体も景観法に基づいて景観行政団体に

平成１７年に指定をいただきました。これは北海道でも２番目に指定をいただいたことでありま

して、今までそれぞれ行政もそうですが、町民の皆さん方が取り組んできて頂いた、この景観づ

くり活動とそれをさらに発展をさせていこうという中での取り組みであったわけであります。 

また国の方でも、景観法が平成１６年に制定がされておりました。各町の取り組みがそれに基

づいてされてきております。わが町においても平成２０年に景観条例制定がされております。こ

の景観条例の目的でありますけれども、このいろんな景観づくりの施策を総合的かつ計画的に実

証をしながら愛着の持てる魅力あるまちづくりに寄与するために人と自然が共生する美しい郷土

を次世代に継承することを目的としながら、この条例を定めるというふうになっているところで

あります。それぞれの地域の責務や町の責務、業界の責務、いろんな責務もありますけども、そ

れに対して景観づくりを良好な環境を守りつくり育てていくと。これが目的の中で推進がされて

きているということであります。その中の大きな目標の１つとして景観計画の策定というのがご

ざいます。わが町がこの景観条例を制定するに併せて町としても既に町民の皆さんに平成２０年
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の段階で配付をさせていただいています清里町景観計画に基づいて、今はその事業を花緑事業と

あわせて進めているのが実状であります。花緑事業については、ある程度ガーデニングだとか花

づくりだとか個別的な対応がありますが、景観計画の中は、これを全体、全町の課題として捉え

ているということでございます。それに基づいて私が提唱しております、庭園のまちづくりその

ものの構想が、この景観計画の中から発生をしてきているということでありますから、今後の対

応の中でもそういうような考え方に基づいて進めていきたいというふうに思っております。 

２点目に御質問をいただいております、今後における事業の将来像と計画という関係につきま

して、今申し上げた内容でのスタートを切っているわけでありますが、この協働の事業。これは

単に事業という捉え方より、まちづくり活動ということで、今までもまちづくり推進協議会の皆

さんが行政区から自治会に改正をしながら、そして清里町の新生活運動の取り組み、または福祉

活動の取り組み、ごみの減量化の取り組み、これを住民活動として育ててきた、その上に立った

この景観づくりであり、花と緑のまちづくりの活動であるというふうな理解をいただければ幸い

かなというふうに思っておりますし、それをさらに法的な根拠のもとに条例制定をしながら、景

観計画を策定し、そしてさらには庭園のまちづくり構想へと繋いでいる事業であるということに

ついても御理解いただければ幸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ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 ありがとうございました。まさにこの事業４次から５次総合計画への最重点プログラムの筆頭

に掲げられております。これはまさしく始まった時、平成４年、５年、そして平成７年の町の近

代化。私はそこから、この事業が関わっていると思っております。まさしくまちづくりの形態が

変化した事業だという認識をしております。平成７年商店街が整備され、その後コミットそして

学習センターが整備されます。まさに行政指導の下、インフラ整備型のまちづくりがされ、すば

らしい町や下水道、道路そして建物、斜里岳の裾の尾が広がる観光地を周辺に持った日本一のま

ちづくりがここで出来たんだろうと思っております。この事業の始まりがまさしくテーマ型まち

づくりへの転換期だったと。今まで建物、インフラ整備をしてきた中で、住民参加のもとのまち

づくりがこの時点で始まったものと認識しております。当初始まった事業は、花と緑が前期かな

と私は認識いたします。中期からここに交流事業が加わってきたと思っております。まさにこの

時、平成１９年の内閣総理大臣賞受賞。これはまさに町民にいただいた最大の勲章だろうと思っ

ています。この事業を通して町民とまち、行政共に、このまちづくりに加わった最も教科書に載

るようなまちづくりだと認識しております。 

ただこれが１５年目を迎えております。非常に大切なこの事業、これは継続していただきたい

ことなんですが、今、町民が思っている花と緑事業の思いと行政の謳われている内容とちょっと

温度差があるかなという感覚を持っております。まさに花と緑。綺麗に見せる事業は大切でござ

います。そして町民一体となり、この町に足を運んで欲しい。そして住んで欲しいが目指す目的

だろうと思います。 

６月２１日の道新の記事で、道内のちょっと暮らし１０年目の記事です。 
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７割以上が６０代以上。シーズンステイが４４％、地域移住は２１％、観光１６％、移住探し

１４％であります。町長はちょっと暮らし１０年目の記事の中から、どのように思っているかを

お聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今御質問いただきました件でありますけれども、この花と緑の交流のまちづくり事業とい

うことで、１５年という１つの大きな節目を迎えているところでもあります。その間においても、

社会情勢というのは変わりつつありますから、今の決まっている枠組みだけで取り組むと言うこ

とでは無いだろうと。これからいろんな部分で発展させるための色んな手段を講じていかなけれ

ばならないだろうし、今御指摘をいただきましたように、この行政主導型というよりもパートナ

ーシップとして、ともにまちづくりに参加をいただきながら、協働共生のまちづくりを進めてい

くと、本来のこの事業の取り組みの原点があるというふうには思っているところでありまして、

そうした中においても、これからそういう方向性を確認しながら、よりブラッシュアップができ

るような事業としての取りまとめをしていければなというふうに思っておりますし、当然町内の

１４の関係機関や団体の方々が、このまちづくりの委員会に参加をしていただいておりますので、

その委員会とも十分に協議をしながら決して無理無く、持続的に事業を続けていくことが一番大

事なわけでありますから、継続は力なりであると私は思っておりますので、そういうような対応

をしていきたいなというふうに思っております。 

またちょっと暮らしの関係、移住定住との絡みがあろうかと思いますが、おかげ様でこのちょ

っと暮らし、清里は極めて順調に今のところ推移をさせていただいているというふうに思ってお

ります。２６年のデータでいけば、６３名の方がちょっと暮らしの関係で清里に来ていただいて

おりますし、延べで６１日間という実績を持っているところであります。これも単に清里をどこ

かで知って、ぽっと来たということも大事なことでありますけども、やはりこういうきれいなま

ちづくりをやっている雄大なよそでは見られない景観がありますよ。そして清里の場合は、周り

に国立公園が取り巻いているという、本当に条件の良いことには陰りが無いだろうと思うほど、

すばらしい地理的な部分もあります。そういうところをしっかりと調べた中で、清里町に来てく

れているんだろうと。ですから、そういう条件下にあるということを我々もしっかり認識をして

いきながら、その中でいかに交流、または移住に繋いでいける活動をあわせて展開をしていく必

要があるだろうというふうに思っております。その中の１つとして、観光地ではない体験型のい

ろんな部分でのまちづくりをこの花と緑の中で、町民あげて取り組んできているんだという解釈

の中で進めていかなければという思いでいるところでございます。 

先ほど御質問の中でちょっと町民の考えとの間で温度差が出てきているんではないだろうか

と、こういうような御指摘をいただいたところであります。一部の方々からは毎年の作業で少し

疲れてきたなとかそういう話も現実問題として私も耳にしているところでありますから、決して

負担にならないようなやり方っていうのは絶対あるというふうに理解をしているところでありま

すので、こうしたまちづくり運動として安定的に継続して、繋げていけるように皆で知恵を出し

ていきたいというふうに考えるところであります。 
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以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（田中誠君） 

 はい。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

今、町民一体となって、まさしく花と緑。綺麗に見せる事業。ただしここに来ていただいた方、

定住、移住、そしてその延長線上に消費の受け皿がなくては何もならない。なんとしても町の顔

である町民の期待する商店街がやはり必要なんだろうと思います。この事業の延長線上に、やっ

ぱり重要なことは、やはり商店街になります。是非この商店街の中での花と緑の事業が１つのツ

ールだと思っております。この花と緑はあくまでもツールの一環であって、このツールは１５年

目を迎えたときに、幾ら磨いてもやはり少し陳腐化してくる部分があるのかなと。これは町長の

気持ちと住民との若干の温度差が出てきていることだと私は認識しております。 

町長も４４年ぶりの注目された選挙、私も何も無いところからの選挙でした。まさしく今、町

民と共に次の世代を動かすために花と緑、これも大事なテーマですが、また改めて挑戦という旗

を振っていただきたいというのが私の意見でございます。 

今、町民が求められているのはあくまでも賑わいと豊かさ。これは町政執行方針の中にもたく

さん書かれております。行き着くところは、賑わいと豊かさと住んで良かった満足感と書かれて

ありました。第５次総合計画にもこの内容が書かれていると私は見ております。是非私ども町民

がイメージできる夢、希望。文字では無くて何をイメージするかということを、もう少し具体的

に発信が必要かなと私は思っています。コミュニケーションとは心と心を合わせることでありま

すが、言語で７％、言葉で３８％、直接お話しすること５５％。まさしくこの選挙の中で、私も

町長も一番感じたことだと思います。伝わることはまさしくその場で会うことです。お話するこ

と、町政執行方針、広報、これ文字で伝えても、町民には７％しか伝わらないんだという現実が

あります。この辺をさらに進めていただきたいと思っております。 

最後にもう１点すぐにできることだと思いますが、コミットのウインドウであります。ここに

平成１９年内閣総理大臣賞を受賞が掲げられております。町民みんなにいただいた、すばらしい

賞ですがもう８年がたっております。今ここに必要なことは、新しくなった焼酎であったり、虹

色うどん、その他町民が商品開発された商品の情報発信のウインドウになってほしいと私は思っ

ております。是非この辺を検討していただき、早急にここの場所は町民や来られた方、信号で止

まった時に、振り向いた時に、ここの町のお土産、商品って何だろうというのが分かる。そうい

うウインドウにしていただきたいと思っております。 

また、花と緑と交流の事業が、さらに発展して商店街の振興が必要になりますので、是非この

辺、私も一緒に汗を流したいと思います。是非、この辺の検討をよろしくお願いしたく一般質問

を終わらしていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

長年にわたって、町民の皆さんと一緒に取り組んできた花と緑と交流まちづくり事業でありま



 16 

す。先ほども言いましたようにまちづくりの事業というのは、単に行政そして町民の皆さんとの

事業、単独の事業ではなくて、１つの住民活動としての事業としての取り組みであったと言うこ

とでありました。基本的にはそれぞれの職域や職場のこともありますけども、全体としてこうい

う美しいまちにしていこうという町民の気持ちの現れではないかというふうに理解をしている次

第でもあります。しかしながら１５年という一つの事業経過を経てきたわけでありまして、それ

なりの一定の成果は出てはきているというふうには理解をしているところでありますが、さらに、

先ほど申し上げましたように本町の景観条例に基づく景観計画。そしてさらに全体のまちづくり

の構想としてまとめたのが、庭園のまちづくり構想であります。それらを総体的に推し進める中

で、今回の私の執行方針の中にも提案をさせていただいております。全国の日本で最も美しい村

連合。これは全国でまだ３０数市町村しか加入されておりません。加入するのには相当な高いハ

ードルがあることも事実であります。北海道では３箇所ということであります。やっぱりそうい

うところに入り、この組織というのは、世界の組織の日本支部でありますから。そういう世界へ

繋がっていく、本当にこの町はそれに値するだけの町だという評価を得るために、私はなんとか

加入に向かった努力をしていきたい。そしてその中で、みんなが共有する目標として、清里町は

そういうすばらしい町なんだということを自慢できる、誇れる。それが１つのまちづくりの原動

力になっているんではないかいう思いをいたしております。ただこれは、河口議員さんからあり

ましたように執行方針の中で述べただけ、文章にして書いただけではなかなか浸透していかない

というのも事実かと思います。私はこの実現に向けて、それぞれ各地域において、町民の皆さん

と積極的な懇談を重ねながら、そういう方向性を探っていきたいということで、この４年間の中

で何とかしてその方向性を求めていく考え方でいる次第でございます。 

また、今御指摘をいただきましたように、コミットの大きな窓ガラスへは、その当時総理大臣

賞をもらったときのやつがそのままになっているのも、これも御指摘のとおりでございます。も

う年数も相当数経過したということでありまして、その時期に最もタイムリーな広告宣伝をして

いくというのが、もちろん当たり前のことでありますんで、これについても、商工会の方とも十

分連携をとりながら、対応について進めてまいり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。 

 

○３番（河口高君） 

 はい、ありがとうございました。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで河口高君の質問を終わります。ここで議事の都合上、午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前11時４５分～ 

                               午後 １時００分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を再開いたします。一般質問を続けます。堀川哲男君。 
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○２番（堀川哲男君） 

 はい、２番。１年生議員の初めての一般質問です。どうぞよろしくお願いいたします。 

先ほど町長の執行方針をお聞きしました。様々な厳しい課題が山積している中、これからの清

里町をいかにして、活力ある町にしていくかという新たな決意と信念を感じました。議員、職員

が一団となって、しっかりと諸問題に取り組んでいかなければならないと強く思います。そして

４月に行われました統一地方選ですが、４４年ぶりとなった町長選、そして町議選、各候補がそ

れぞれ清里の将来に向けて、まちづくりについて熱い訴えを闘わせました。この熱い思いを１つ

にして、櫛引町長への期待の声はもちろん、敗れた古谷候補を応援した町民の思いも受け止めつ

つ、議員、職員そして町民が一つになって、町長が先頭に立ち、活力ある明日の清里町をつくり

上げていかなければならないとこのように思います。 

それでは私の今回の質問ですが、今年すぐに取り組むことがタイムリーなこと、今から始めな

ければ手遅れになってしまうと考えられる３点のことについて質問させていただきます。 

１つはふるさと納税、２点目は清里高校支援、３点目は、清里焼酎についてです。 

まず１つ目、ふるさと納税について。平成２０年から始まったふるさと納税制度ですが、自分

の応援したい市町村に寄附をすれば、住民税が減税され、おまけにお礼の特産品ももらえるとい

う制度で最近マスコミなどに取り上げられることも多くなっている、今注目の制度です。清里町

ではどのような取り組みをしているのか。今までの実績はどのようになっているのか。また、今

後積極的な取り組みの予定についてお伺いいたします。 

次に、清里高校支援についてお伺いします。今まで清里高校にさまざまな支援を行っているわ

けですが、今年の入学生は１２名となりました。来年に向けての何らかの対策が必要と考えます

が、支援の現状と課題そして新たな支援策についてお伺いいたします。 

３点目、清里焼酎について我が町の特産品、清里焼酎は誕生から今年で４０年を迎えます。昨

年デザインを一新し、洗練されたイメージで、販売増加も期待されるところです。特に今年は今

まで以上に力を入れて売り込んでいかなければならないと考えます。今後に向けた販売戦略につ

いてお伺いいたします。 

以上３点よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今御質問をいただきました、堀川議員のそれぞれの３点についてご説明を申し上げたいと

いうふうに思います。 

まず１点目のふるさと納税についてでありますが、御案内のように、平成２０年の税制改正に

よりまして、都市と地方の税収格差是正並びにふるさとに対して貢献又は応援をしたいという納

税者の思いを実現する観点から、都道府県及び市町村に対する寄附金税制の見直しが行われて発

足を見たものでございます。この制度につきましては、寄付者の実際の居住所在地に関わらず、

一定の要件の中であれば任意に寄付を行うことができる。そして地方公共団体を自ら選択して寄

付をすることができる内容のものでございます。いろいろ中身的に制約ありますけれども、一般

的には２千円を超える部分について、全体の所得の増減等がございますけれども、原則として所
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得税と個人住民税からその税額相当額が控除されるという制度でございます。今年度、この制度

がさらに強化されるという意味において、申し上げました２千円の部分、これ１割というパーセ

ントなんですが、２割に引き上げされると。そして従来であれば、領収書をつけて確定申告をし

なければならなかったという部分がワンストップでの特例ということで、手続についても簡素化

がされてきたものでありまして、今後そういう意味においては、この制度の活用が増えてくるこ

とが想定されているところでございます。 

１点目にありますふるさと納税の取り組みと清里町の実績でありますが、清里町におきまして

は、清里町の税条例による税制上の対応、そしてふるさと寄附金の取り扱いを定めた要綱設定を

しておりまして、その中で寄付をいただいた方々には清里町の特産品を贈呈するというふうに規

定されております。ただし寄附の金額によるものですから、全く同じかというとそうで無くて、

寄付の程度に応じて一定の振り分けをさせて頂いているというような内容でございます。これら

について今申し上げましたように、基本的にはふるさと納税の税体系との絡みがありますが、実

質的には寄附行為でございまして、税金としての収入ではないということが、この中で明確にな

っているところであります。ですから町における予算措置においても、いつどういうふうな形で

寄附金が入ってくるかわかりませんから、当初予算の中では、既に申し入れがある場合は別です

けども、それ以外については、寄付行為は予算措置を通常しないというのが慣例でございます。

ただ、税となれば、これはもう当初から賦課徴収、収納業務がついておりますので、それは当初

予算の中できちんとその税収を見込んだ上で歳出の計画をするということになりますが、基本的

にふるさと納税は寄附行為にあたるものですから、そういうような予算措置をしていくというよ

うなことで、ふるさと納税という名前がつきますが、扱いは全く違うものであるということを頭

に入れながら進めていかなければならないことだというふうに思っております。 

それで清里町におけるふるさと納税の実績であります。平成２０年の制度が始まって２６年ま

での間においては全体で３６件の申し込みがあります。そして、寄附の総額においては、２１５

万５千円となっている実状にあります。 

それから２点目の今後における積極的な取り組みの予定についてということでございますが、

先ほど申し上げましたように２７年度の税制改正で少し扱いが簡素化されたということもありま

すので、今後さらに増えていくことが想定されております。先ほど言いましたように、住民税制

上の体系としてはいろんな部分がありますから、ちょっと疑念のあるところもありますし、課題

もあるんだろうと思っておりますが、ただ寄附行為として考えたときに、税とはまた別な要素で

の取り扱いの発想も必要なのかなと思っております。と言いますのは、それをうまく活用するこ

とによって地域特産品をいかにＰＲしながら、そして地域の魅力をその全国に発信をしていける

かということもあるわけでありますから、ある一面寄付をいただきながら町のＰＲも行っていけ

るという捉え方をしていった場合には、それなりの一定の効果が十分にあるものだというふうに

理解をするところであります。ただし最近ですね、そういう部分が表に出過ぎると言ったら、ち

ょっと過言でありますけれども、その特産品の人気取り合戦って言うんですか。そういうのが少

し出てきているようでありまして、２千円相当のお金を出すことによって１万円相当の品物が貰

えるだとか、そういうことで本来のふるさと納税としての趣旨が特産品の分捕り合戦になってき

ているような批判もされているようでございますので、清里町においてはそうしたところを逸脱

しない範囲の中で適切な取り扱いをしていかなければならないというふうな思いでいるところで

あります。また本件の関係については、総務省側もふるさと納税というのは、基本的にはあくま
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でも対価を求めない寄附行為であるということを前提としながら返礼品については、各市町村極

力自粛をするように各自治体においても周知されたいと。こういうような通告まで回ってきてい

るというのが実状でありますので、わが町において行き過ぎた形にならないように一般の納税者

とも、均衡のあるような形の中での対応をしていきたい。ただし先ほど寄付行為として考えた時

に特産品をいかに売り込むか、清里のまちをいかに売り込むかとそういった部分での観点もあり

ますので、我が町のホームページの中においてもそうしたカテゴリーの拡大だとか絵を通じなが

ら、少し町のアピールをしながら、それで気持ち良く寄附をしていただくというような形であれ

ば、もっとも効果が出てくるのかなというような思いでいるところであります。 

それから次の清里高校への支援のご質問でありますが、これについては後ほど、教育長より答

弁をさせますので、ご理解をいただきたいと思います。 

それで３点目の清里焼酎の関係でございます。清里焼酎の今後に向けた販売戦略についての御

質問であります。御案内のように、本件につきましても、昭和５０年に国税庁の滝野川の試験場

に清里町の職員を派遣し、そこから焼酎事業がスタートを切ったわけであります。それが昭和５

０年で、昭和で数えますと９０年になりますから、４０年という大きな節目でありまして、この

焼酎事業についても、４０年の歴史を加えてきたところでございます。それぞれの技術を熟練し

た職員の皆さんによって一定の品質を保つ。そういう商品として町民の皆さんにも愛され、そし

てまた自慢できる逸品として成長してきたというふうに私は思っておりますし、また町民にとっ

ても、このじゃがいも焼酎の販売、製造、販売免許というのは、全国広しと言えど、自治体では

清里町しか持ち得ていない免許でありますし、当時の国税庁の判断では、以降、自治体にはもう

この免許は出さないんだと、こういうお墨つきがついているようでありますから、これ以降は清

里町の全国唯一の特産品として、しっかりと守り育てていく必要があると思っておりますし、町

民にとっても自慢の種であり、誇りであるというふうに理解をするところでございます。 

そうした中で４０年という１つの歴史を終えました。品質的にも一定のものができるようにな

りました。多くの人から愛されるようになりました。ここでひとつ次のステップをという意味で、

一昨年に江戸川大学の鈴木教授をコーディネーターに迎えながら、日本の若手デザイナーの３名

の方々のお力を借りし、ニューデザインとしてのブランド化を図ってくということでの取り組み

を続けてきたことでございます。おかげさまで数回の改良をさせていただき、町民の皆さんの御

意見をいただく中で、新しいデザインができました。そのデザインによって、昨年の９月の産業

まつりの会場で売り出しをスタートしていったということでございまして、これから真剣になっ

て、既存の販路、プラスアルファ新たな販路の拡大に向けた取り組みを進めていかなきゃなりま

せんし、その作業にもう既に入ってきているということでございまして、これからそれらの成果

が少しずつ現れてくるものというふうに期待をいたしております。 

昨年の９月に新たなデザインで売り始めた北海道清里樽の品物になりますけれども、これを中

心に前年の同月比でいけば９月以降は毎月同月比よりアップしてきているということであります

から、少しずつそういう内容が浸透され、販売力がついてきているのかなと。ただこれに甘んじ

ることなく、関係の職員が管内はもちろん、北海道の小売店の方に販売戦略をかけ、足で稼いで

いるというのが実状であります。より効果が現れてくるものと期待をしておりますし、当然焼酎

工場のグループの職員はそうでありますが、町職員は一人一人が営業マンであり、宣伝マンであ

るという意識の中で、今後取扱を進めてまいる所存でありますので、ご理解をいただきたいとい

うふうに思います。宣伝、それからＰＲ方法って各種いろんな方法がございますので、まず出来
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るところからですね。そして予算というものもありますんで、範ちゅうの中でできる限りの対応

をしていきたいというふうに考えている次第でございます。間もなくそういう部分が全体の計画

として纏まってまいるという気持ちでおりますし、これから役場職員、役場だけが頑張るという

ことでなく、多くの町民が一緒になって、この販売戦略に取り組んでいかなきゃならんだろうと

思っております。このじゃがいも焼酎北海道完成報告、この中の顛末にもそこのところが謳い込

みをされております。この計画に基づいて、一つ一つクリアをしていきたいというふうに考えて

いるところでございますので、よろしくお願いを申し上げまして、１回目の答弁にかえさせてい

ただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 はい。それでは私の方から清里高校への支援についてお答えを申し上げます。若干この支援内

容についての経過も含めまして、御説明をさせていただきたいと思います。 

清里高校につきましては、平成１５年度におきまして同校が特例の２間口制度、通常は４０人

１学級ですけども、特例で２間口ということで該当となる入学者数３１人を下回ったということ

から、この２間口維持のために入学者確保対策として平成１６年度から実施をしてきております。

その後平成２１年度からは、網走南ヶ丘高校をセンター校といたします地域キャンパス校の指定

を受けまして、それまでの支援内容を見直し、通学費、制服代、教科書代等の一律的な金銭補助

から進学や就職を支援する進路指導、資格取得対策の費用の助成、高体連等の出場経費助成によ

る活動の支援、特色ある学校づくり推進のための学力向上の取り組み支援等を行ってまいりまし

た。この地域キャンパス校指定以降の清里高校への入学者数についてですけれども、平成２１年

度につきましては３２人、２２年度が３６人、２３年度２６人でありまして、地元、清里中学校

からはそれぞれ２６人、２７人、２４人と清中卒業生のおよそ６割程度が進学をしておりました。

その後平成２４年度になりまして、入学者数が全体で１６人。清中から１５人ということで地元

の進学率が４割弱に減少をしたため、地元からの入学者に対し、入学支度金１０万円の支給及び

清里高校から大学等への入学資金１００万円を限度とし、無利子貸付する制度、さらには、部活

動支援として外部からの専門的指導者を招聘する事業を追加するとともに、第１学年の希望者全

員を対象として、ニュージーランドへの海外研修を実施し、清里高校の魅力アップを支援してき

たところでございます。これによりまして入学者数も全体で、平成２５年度は２６人、２６年度

２４人、地元からの進学もそれぞれ２２人、１９人と５割以上を回復したところでございます。

しかしながら、今年度平成２７年の入学者が全体で１２人。地元からは１０人ということで３割

弱と大幅に減少をしたため、来年度以降の入学者を確保するため、これまでの清里高校支援対策

事業の抜本的な見直しが必要であるという認識をしたところでございます。 

支援事業の見直しと生徒確保の方策の検討にあたりまして、高校進学に関するニーズを的確に

把握するため、本年３月から４月にかけまして、清里町並びに来年度から高校が募集停止となり

ます小清水町の中学生及びそれぞれの保護者を対象とした高校進学に関するアンケート調査を実

施いたしました。この調査の内容につきましては、高校に進学する上での考え方、高校を選ぶ要

素、どのような高校へ進みたいか、どうしたら清里高校を希望するかなど生徒並びに保護者の皆
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さんが高校進学に対して、どのように考えているのかをお聞きしております。この調査の結果で

すけれども、まず高校選択にあたってはやはり本人の意向が第一であると。進学や就職への優位

性部活動の充実がポイントとして高い他、清里の中学生からはなんといっても生徒を増やすこと。

特に町外からの生徒を増やすことで多くのいろいろな人と交流が促進されることこれを望む声が

非常に多いということがわかりました。またどうしたら清里高校を希望するかという問いに対し

ましては、小清水町の中学生及び保護者の方々から通学手段の確保が必要との回答が一番多いと

いう結果でございました。このアンケート調査の結果を踏まえまして、来年度以降の生徒確保に

向け、清里高校支援のため、これまでの支援内容に加えまして次のような新たな施策を展開して

まいりたいというふうに考えております。 

まず来年度からの地元高校が募集停止となります小清水町からの生徒を呼び込むために、引き

続き志望状況の見極めが当然必要となってまいりますが、小清水からバスの運行による通学支援

を実施してまいりたいと考えております。なおバスの運行に際しましては、既存の町内の小中学

校スクールバスの併用、さらには将来的には清里町の地域交通手段確保の観点から町全体のコミ

ュニティーバスとしての活用も視野に入れながら検討していく必要があると考えております。 

さらに地元中学校及び小清水以外の町外からの生徒の確保のために、従来からの各種支援に加

えまして、優秀な生徒を確保そして育成するために、国立大学入学者に対する入学金及び初年度

授業料の補助、町外からの成績優秀者に対しましては、ＪＲ等の交通費の補助、受験に向けた対

策といたしまして、通信制予備校の在宅受講コース、今人気があります東進ハイスクール等在宅

コースにかかる受講料の補助。さらに英語教育の推進のためのＡＬＴ（外国語指導助手）を高校

への重点配置、交換留学生への支援拡充、そして部活動の支援といたしまして現在も実施してお

りますが、吹奏楽及びバスケットボールに加えて、近年生徒数が増えておりますバトミントン等

の専門的な外部指導者の招聘につきましても考えてまいりたい。さらに保護者への負担軽減のた

めに清里高校に対しまして、町の学校給食センターからの給食の提供を行ってまいりたいと考え

ております。この他就職に対する支援といたしまして、地元に就職した場合には、例えば償還金

免除をされる奨学制度の導入ですとか、地元企業等に対する清里高校の卒業生の採用に対する奨

励制度。これらの導入につきましても今後、関係機関との協議は当然必要となってまいりますけ

れども、検討してまいりたいと考えております。 

なお新たなこれらの支援策につきましては、これまでも３年ごとに支援の内容の見直しをして

きておりますけども、今後も３年を目途に実施し、状況を見ながら見直しをしていきたいと考え

ております。当然生徒数の減少、進路希望等の多様化の中で、将来にわたり地域キャンパス校と

しての要件であります２０名以上の生徒を確保していくために、今まで以上に学校教育関係者の

一層の努力による魅力ある学校づくりの推進、そして地元の高校存続のための町民の皆さんの御

理解と御協力が不可欠であるというふうに考えております。現在清里高校におきましては、少人

数ではありますけれども、学びたい学校・通わせたい学校・信頼される学校づくりを学校経営の

基本として、少人数教育のメリットを生かした魅力ある教育活動、そして地元の高校を町民の皆

さんにより知ってもらうための学校だよりホットステーションの全戸配布ですとか、地域イベン

ト等への積極的参加、また学校行事への町民参加促進など大変努力をされております。清里町と

いたしましても、地元の子どもたちが進んで入学したくなるような清里高校の魅力ある学校づく

りに町議会、関係機関ともご協議を申し上げながら、できる限りの支援をしてまいりたいと考え

ておりますのでご理解を賜りたいと存じます。以上申し上げまして、答弁といたします。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

まず１点目ふるさと納税について再質問をさせていただきたいと思います。清里町の現状は先

ほどお聞きしましたが、合計７年間で３６件、合計金額で２１５万５千円ということでありまし

たが、１年間に４、５件、多いときで７件というふうに把握しております。余り積極的な寄付の

募集というのがシステム化されていなかったのかなと感じるところでありますが、最近テレビや

新聞などにも取り上げられることが多くなって、ちょっとしたブームになっているふるさと納税

ですが、先ほどの町長の話にもありました今年から減税される納税額が約２倍に増えたりですと

か、手続が簡素化されまして確定申告の必要が無くなったと。それで、手続が簡素化されたこと

により、さらにブームに火がついてふるさと納税をする人が増えると考えられます。上士幌町で

は昨年度の寄付が約５万５千件で金額で９億７千万円納税が増えて、寄付が増えて人口が倍以上

になったようなものだと町の担当者が語る記事が新聞にもこのように取り上げられています。ま

た身近なところでは大空町が本年度４月の開始から１ヶ月間で昨年度分を上回る寄附を受け付け

た。そのような記事も道新に載っております。この機会に清里町もふるさと納税に積極的に取り

組んでいただいて、清里町のＰＲ・特産品のＰＲを勧めたらいかがかと考えます。再度町長のお

考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただいま今の御質問でございます。先ほども申し上げましたように、この２７年で税制が少し

変わりまして控除の対象が１割から２割に増えてきたと。それから限度額についても控除限度額

についても若干増えておりますし、それから手続が何よりも簡素化されたというようなこともあ

って、多分見通しとしては納税の金額についても、従来より大きく伸びていくのだろうというふ

うに理解はするところであります。ただ非常に難しいわけでありまして、税制の体系から言うと

税金ではないわけですが、それを税に準じるような形で、本来地方税はその地方での行政サービ

スの対価として納税をするというのが地方税の基本的な考え方でありますから、それを逸脱して

いる。どこでもやって良いんだということは、そこに入ってくる自治体の分の納税額がよそへ行

っていると言う。総体は一切変わりませんから。そういうことになりますんで、これが全国的に

すごい数で動き始めたときには、果たして税全体としての枠組みがどうなのかという部分の課題

は出てくるんだろうなというふうには思っております。これは率直な私の気持ちであります。た

だ、先ほども言いましたようにそれだけでなくて、ふるさとの特産品だとか、清里の町だとか、

要は町村をどう売り込んでいくんだという部分で捉えていくと、また違う芽が出てくるというふ

うに思っておりますので、我が町においてもどれだけのことがその中でやっていけるのか。それ

と先ほども言いましたように、地元の納税者には納税しても特産品はあたらないわけですから。

そういう部分も考えながら、全体のバランスを含めながら対応をしていく必要があるだろうなと

いうようなことも踏まえながら、町としても特産品のカテゴリーを増やす。そしてまたホームペ
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ージ等でもこういう返礼の品物を用意もしています、こういうこともできますよというＰＲにつ

いては、もう少し積極的にやっていく必要があるだろうと認識をいたしておりますので、今後ど

こまでの範疇でやれるか。これはもう少し詰めながらですね、そういう方向性に向けて一歩を踏

み出してみたいなと。従来も要綱がありますから、要綱の制定そのものについては、ホームペー

ジの中でもとかふるさと納税についてという項目が今でもホームページの中でありますから、う

ちの場合は。そこをクリックしてもらうと中身については、こういうことでというのは書いてあ

りますが、そこで具体的に特産品のカテゴリーが書いてないことも事実であります。ですから、

上士幌のホームページを見せてもらうとあそこでは何だか牛を送りますとかって、品物を限定し

てきちんと書いてありますから。それであれば先ほど言いました２千円の控除額で今回の特産品

が貰えるならばいいねということでやっていただく、そういう方が増えているんだろうと思いま

すので、我々としても町の焼酎の宣伝にもなりますし、また農協あたりでやっておりますふるさ

と小包の宣伝にもなっていくということも考えられますので、十分にそこらへん配慮しながら進

めていければというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 重ねてになりますが、先ほど清里町のホームページで受付け窓口を開いているということであ

りましたが、それだけでは、従来と同じように年間４、５件というようなことに収まってしまう

のかなという気がしますので、広く寄附を募集するにはふるさとチョイスというホームページも

あるんですが、ふるさとチョイス等のインターネットが募集の中心になるかと思います。そして

先ほどちょっと過熱気味という話もありましたが、ふるさと納税、お礼の特産品ランキング。そ

んなのが出されていたりと本当に過熱気味の面もありますが、清里町を知ってもらう特産品を楽

しんでもらうという意味では、ふるさと納税はとても良いきっかけの入り口になると思います。

寄付をしていただくのも大切なことですが、しかし、その先の本来の目的、ふるさと納税をきっ

かけに清里のファンになって欲しい、ファンになってもらう、ふるさとを感じてもらう、清里に

行ってみたいと思う、住んでみたいと思うような心の満足感を満たしてくれるようなアフターケ

アも必要だと考えます。さらに寄付の募集にあたっては寄付が来るのを待っているだけではなく

て、積極的に獲得していくといった姿勢が大切だと考えます。そのためには、いかにして情報発

信するか。いかにして寄付したいと思っていただくか。いかに寄付してくれた方に満足してもら

うか。などを戦略的に考えて効果的な募集とその対処をしていく必要があるのではないかそのよ

うに思いますんで、是非ともこのふるさと納税については、移住定住促進、清里町のファンにな

ってもらう良い入口になると思いますので、返答をお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ふるさと納税の関係、先ほどから申されておりますように、一定の枠組みの中での効果という
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ものも十分に考えていけるということもございますので、今までどちらかと言うと窓口を開いて

ありますけれども、そのふるさと納税の内容、こういう要綱ですよという周知の範囲ということ

でやってきたのも事実でありますから、今後ふるさとチョイスだとか他のＪＴＢのホームページ

を使ってということは、十分に検討していかなきゃならないかなというふうに。これは金銭的に

かかる部分ですから、ホームページの中で、できる範疇の部分については、あまり刺激的なこと

にならないような形の中でやっていければいいかなと。ただ全体の清里町を知ってもらう、特産

品を販売してもらうというのは、そういう１つの特産、ふるさと納税としての扱いにも、１つの

手法でありますけども、それ以外の手法もいろいろ加味しながら総体としてやっていく必要があ

るだろうというふうにも考えておりますので、そこら辺十分認識をしながら進めて行きたいなと

思っているところであります。ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい。ふるさと納税については、以上で終わらせていただきたいと思います。 

清里高校の問題の中で町長に伺いたいことが１点ありますので、続けて清里高校の問題につい

て再質問させていただきたいと思います。 

清里高校にどうやったら進学したいかという先ほどのアンケートの話がありました。そのアン

ケートを見せていただきまして結果を見ますと、国公立大学進学率アップというのが一番多い答

えで、次には部活動を増やす、町外からの生徒を増やすと続いておりました。これらを踏まえて、

１歩踏み込んだ支援策が今回示されたと思います。また来年度から小清水高校が募集停止になり

ますが、小清水から生徒を呼び込むには通学支援バスの運行が不可欠だと考えますし、そのよう

な計画をなされているように先ほどお聞きしました。またバスの導入にあたってはスクールバス

だけの運用ではなく、多目的に使えるように、例えば小中高問わずいろいろな行事への活動への

利用、あるいは札弦、緑方面からの病院送迎、買い物弱者対策など、先ほどもありましたコミュ

ニティーバスとしての運用も考えていかなければならないという話でしたが、その辺のことで町

長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

ただいまの高校の生徒の確保に合わせた様々な対応の関係でありますが、御案内のように先ほ

ど教育長の方からもあります、小清水の高校が平成２８年度から募集停止になるということであ

りまして、募集停止になったとなれば、小清水の子ども達はどこに行くんだということになって

くるわけでありまして、基本的にアンケート調査の中で最も希望されているのは網走方面だとい

うふうに伺っておりますし、それであれば清里には全く無いのかということがなくて、まだ保留

してない方を含めると、かなりの数が行き先も決めておりませんし、また条件が揃えばというよ

うなことでもあるようでありますから、そこら辺十分に検討していかなければならないだろうと
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考えております。その中で最も父兄の方、また子どもたちの方からも要望として強く出ていたの

が足の確保だそうであります。ですから足の確保ということになれば、従来も清里の小中高もそ

うですが、町内は通学バスを走らせていると。それとまた併せてバスが行き届かない部分につい

ては、その距離に応じて交通費の支援を行っていると。このような対応も併せてやっているわけ

でありまして、それらの部分も含めながら、今後の対応を検討していかなければならないだろう。

最初から通学用のバスを小清水から走らせますよとか、そういう形で行けるかどうか。どれだけ

最初の段階で清里に何名の方が来てもらえるのか、そこら辺もある程度見極めながら進めていか

ないとならないことだなというふうに思っておりまして、さあバスを用意しますよ、ふたを開け

てみたら１人でした２人でしたということでは、なかなか難しくなるだろうというふうに思って

おりますので、今後の希望の取りまとめと合わせながら、そういう用意も持ちながら進めていけ

ればいいなというふうに思っております。 

またもう１つは、コミュニティーバスとしての病院への送迎だとか、また買い物関係で清里の

町まで来ていただくだとか、そういうコミュニティーバスの運行というのを並行してというのも

１つの方法かもしれませんが、内容がちょっと違いますんで、その時間帯に合うかどうかという

のも非常に難しくなりますから、またそれはそれとして別途その取扱いをそういう形でいけるの

かどうかも含めて、教育委員会の方とも十分詰めながら、また路線バスについては、現在は斜里

バスを活用させていただいていますし、それ以外の社会教育だとか学校教育の活動は町内のバス

を使わしていただいていると。そういうようなこともありますから、そこら辺の整備もそれなり

にきちっとしていかなければというふうに考えておりますので、もう少し対応を検討させる時間

も必要かなと思っておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい。バスについては、いろんな難しい問題があってハードルもあるのかと思いますけども、

ぜひその点は柔軟な発想を持って、これから検討していっていただきたいと思います。 

これからの清里高校を考える時に一番重要なことは、子どもたちにとって魅力ある高校でなけ

ればならない。つまり将来大学に進学したり、社会に出てから、自分の将来の夢を実現するため

に力になってくれる高校であるか、ないか。この１点が子どもたちにとって一番重要な点だと考

えます。そして特色を生かした高校、現在ユネスコスクール活動ですとか姉妹校モトエカ高校と

の交流など、こういう特色を生かして、国際化社会で活躍できる人を育てることが大切だと考え

ます。今回１歩踏み込んだ新たな支援策ができ上がりました。しかし、これだけの支援があって

も子どもたちに知ってもらい、選んでもらう。そのＰＲがこれから大切になってきます。それも

なるべく早く、できれば１学期から、説明会等を何回か開いていただきまして、清里高校の良さ

を理解していただき、清里高校の魅力を発信していってほしいと思います。 

清里高校については、以上で質問を終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 
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○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今、堀川議員の御指摘いただいた面につきまして、今後におきましても清里高校の魅力あ

る学校づくり。とにかく生徒が行きたくなる、特に地元の生徒が進んで行きたくなるようなそう

いった学校づくりを進めていくということで、今後１つの手段といたしまして、小清水をはじめ

とした町外からの生徒も呼び込んで、生徒を増やしていきたいということで取り組みを進めてま

いりたいと思います。 

さらに先ほど申し上げました今後の支援内容につきましては、既に今月後半から各管内中学校

におきましては、高校での説明会がもう実施される計画がございます。そういったところに積極

的に清里高校の魅力、良さ、そして町からの支援内容というものをＰＲをし、早い段階から清里

高校に生徒が目を向けてくれるような努力をしてまいりたいというふうに考えておりますので、

また町民の方々に対しましても、これからＰＲしてまいりますので、そういった面でご支援をい

ただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 続きまして３点目、清里焼酎につきまして再質問をさせていただきたいと思います。先ほど何

点かの販売戦略というものが示されましたが、今年をＰＲ販売の強化の年として実効性のある戦

略を展開していっていただきたいと思います。 

ここで昨年リニューアルした、清里焼酎北海道清里が各方面で注目され、脚光を浴びていると

いう話題をお話しさせていただきます。このブレーンという雑誌ですが、この雑誌は広告デザイ

ンの専門誌でありまして、今回の特集、未知の仕事に挑む最強クリエイティブチームという特集

の中で、ずらずらと見ますと、まずホンダソニーのＶＡＩＯ、その次にじゃがいも焼酎北海道清

里。そのあとに、成田空港第３ターミナルということで、錚々たるデザインの特集の中で、じゃ

がいも焼酎北海道清里が取り上げられております。また世界３大広告書の１つと言われています

アメリカのワンショウ。このワンショウという広告賞でじゃがいも焼酎北海道清里が見事ブロン

ズ、銅賞を受賞したと。そのような記事も載っています。これは別なものですけども、このよう

に清里焼酎は日本のみならず、世界に評価されるまでになりました。これだけのものが出来上が

ったのですから、あとはＰＲと情報発信、そして販売セールスをきちっとやれば売れないはずが

ない。このように私は思います。しかし宣伝広告にはお金がかかりますし、セールスには人手が

必要です。現状では宣伝広告の費用も営業の人でも不足しているんではないかと、このように思

われますが、この点いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里焼酎につきましては、一昨年それぞれの皆さんの力を借りましてデザインを一新させてい

ただいたところであります。デザインが広く世の中に認められて、先ほどご案内をいただいたそ
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れぞれの専門誌の中で紹介がされるというようなことになってきたのかなと思っておりますし、

また、ただ今御案内をいただいた専門誌以外にも、私どもの方にもうレンタムという富裕層を対

象にした雑誌があるみたいで、そこにも日本の一流メーカーと肩を並べて、写真も清里焼酎とし

て載っているというようなことで、相当そういう内容と併せてデザイン的な部分を含めて浸透性

が増してきているのかなという思いをいたしているところであります。 

そういう中で、少しでもグローバル的に販売が出来ていければなというふうには考えていると

ころでありますが、まずもって北海道の中でも扱っていないところが結構まだあります。まずは

足元を固めることがまず大事だなというようなことで、先ほど申し上げましたように管内は大体

一巡しました。道東地区もほぼ周りました。これから道央、道南圏に向けて積極的に販売ＰＲに

乗り出していきたいということで、もう既に何回か担当の職員も小売店を中心に歩かせていただ

いているところでありまして、まず北海道を固めようということで進めております。この間も札

幌清里会の総会があった時に会員の方々から、大体は分かるんだけど、どこら辺の飲み屋さんで

清里焼酎を置いていただいているのか、また小売店はどこへ行ったらすぐ買えるのかとそういう

質問をいただきました。ホームページの中にそれをリンクして入れましょうということで、少し

でも消費者の方にどこで売っているか、どこに行ったら飲むことができるかというサービスを含

めて、ＰＲをしていきたいというふうに考えているところであります。また併せて展示、即売そ

ういうビジネスをいただいておりますので、昨年も議員さんも一緒に行っていただいた方もござ

いますが、それ以外も札幌の地下歩道空間を利用させて頂いたり、またそれ以外のいろんなとこ

ろで、商談会に参加をさせていただきながら、取り組みを進めているという最中でもあります。

ただやはりどうしても弱いのは、道外に出ていっても、あまり清里町がよく解らないと。実はオ

ホーツクアイデンティティの調査がありまして、北海道オホーツク管内の各町村の知名度いう調

査が２年前に行われております。清里町は２．６％であります、東京では。現実なんです、これ

が。そこをどう売り込んでいくか、これからが勝負になってくるだろうと。私もビックリしたの

はよそのところですが、世界自然遺産のところで２６％です。全国でいきますと。ですから、い

かに名前を売り込むというのは単体でぽんぽんとやっても売り込める、そんな簡単なものでない

と。今までも、それなりの努力はしてきたつもりでありますけれどもやっぱり知名度を全国区に

していくというのは、そう簡単なことでは無いなということで理解をしているところであります

が、それにめげないように、一つ一つ着実に足元から固めていきたいというふうに考えていると

ころでありますので、御理解をいただきたい。また本年度の宣伝費につきましては、デザインが

変わったと。新しい体系での宣伝ＰＲをしていかなきゃならんということで、一昨年のほぼ倍の

予算を見ながら、これでは到底全国区に売り出していくとなれば、足りないわけでありますけど、

それはそれでいろんなやり方がありますから。少しでも効果のあるような方法を見つけながら前

向きに取り組んでまいる所存でありますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 昨年より宣伝広告費を倍にしたということでありますけども、如何せん１５０万円に満たない

宣伝広告費では限度があるのかなと。それに加えてセールスマンとしての人員確保というのは、
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これからしっかりと検討していかなければならないと思いますので、その点よろしくお願いした

いと思います。それと先ほど、まずは道内からという話もありました。もちろん地元も大切です

けども、それと同時にやはり道外方面への売り込みへのリサーチ販売強化というのも積極的に図

っていかなければならないそういうふうに思います。なかなかその認知度が低い中でぽんと行っ

てというのは、中々厳しい事だとそれはわかっておりますけども、例えば、北海道のアンテナシ

ョップを利用させていただくだとか、お話聞きますと、どさんこプラザの方には何店かには品物

を卸しているということでありますけども、それ以外にもたくさんのアンテナショップもありま

すし、その辺を調査して検討していただきながら道外の方にも販売を伸ばしていって欲しいとそ

のように思います。 

先ほど町長も手にとられました、この完成報告書私もいただきまして、同じページを見て、同

じ気持ちを持ったわけなんですけどもこの本ですね、リニューアルまでの歩みの紹介とともに、

これからの北海道清里、この焼酎の発信の仕方、そして未来に向けての提言まで書かれておりま

す。このページ北海道清里の成功の原動力となるのは町民全員ですとあります。町民全員がこの

焼酎に愛着と誇りを持って応援団になっていくその先頭に町長が立ってしっかりと牽引をしてい

ってほしいそのように思います。以上、よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里焼酎のＰＲの手法とこれからの対応であります。今議員さんの方からもありましたように、

この報告書の中には、本当にこれからの対応についても記載がされております。それらに向けて、

取り組んでいかなければという思いでございます。特にこの中には、行政だけでなくて、そして

今回のデザインを変えたことのみでなくて、やっぱりこの焼酎をこよなく愛してみんなで育てて

いくということが根底にあるんだという言葉も書かれておりまして、そのとおりだと思います。

そのためには町民の皆さんの鋭意を結集し、力を借りて、進めていかなければ、行政の職員だけ

が、また担当の職員だけが踏ん張っても、それには限度があることだというふうに私も理解して

おります。私はこの責任者としてトップセールスをかけてまいりますし、また職員の皆さんにも

先ほども言いましたように、営業マンであり、そしてまたそれらの販売マン宣伝マンであるとい

うことの自覚の中で、一緒になって進めてまいりますし、町民の皆さんの力を借りながらこの中

での組織づくりもしっかりと求めて、特に若い人方の力をこれから大いに期待をしていきたいと

いうふうに思っているところでございます。そしてこの清里焼酎が今から本当に１０年、２０年、

さらに１００年と続いていけるように清里町民の誇りとして、全面的に自信を持って売り出して

いける、そんな特産品に仕立てていかなければならないという思いでありますので、今後ともご

理解、ご協力をいただきますよう、お願いを申し上げまして、答弁に代えさせていただきます。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 以上３点、自分の今回の一般質問を終わらせていただきたいと思います。御検討の方、よろし

くお願いいたします。 
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○議長（田中誠君） 

 これで、堀川哲男君の質問を終わります。次に伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 改めまして、伊藤でございます。一般質問通告書に従い、質問事項２項目について質問いたし

ます。 

まず１項目めでありますが、地域活性化対策についてお伺いいたします。ここ近年全国的な人

口減少に伴い、地方創生が叫ばれている中、この清里町におきましても他の市町村同様年々人口

減少の経過をたどっている状況です。そしてこの状況に伴い、町内の商店街にも空き店舗等が目

立ってきている状況ですが、現在の商店街における空き店舗の実態がどれくらいなのか。またそ

の対策について町長がどのようにお考えなのかをお伺いいたします。 

次に２項目めでありますが、防犯及び事故防止対策についてお伺いいたします。ここ近年全国

的に女性やお年寄り、そして子どもたちが犯罪に巻き込まれるケースが増加傾向にあると思いま

す。そのような中、この清里町においても不審者等の出没情報がたびたび聞こえていますが、こ

こ近年の清里町における発生状況とその不審者等に対する町としての対策についてお伺いいたし

ます。またそれと同時に、公共施設、駐車場や通学路における安全対策及び事故防止対策につい

て町がどのように取り組んでいるのかも重ねてお伺いいたします。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの伊藤議員の質問にお答えを申し上げたいと存じます。 

まず１点目の地域活性化対策。それの商店街における空き店舗の実態及びその対応についてで

ございます。本町の商工業を取り巻く環境御案内のように少子高齢化、そして人口の減少、また

消費の町外への流出、さらには長引く景気の低迷。そうしたことから、極めて厳しい状況下であ

ると。これは御指摘のとおりであり、そのように認識をしているところでもございます。特にこ

こ数年は、飲食店や小売店舗を中心に閉店するお店が数件相次いでおりました。既存の商店街活

力そして賑わいが徐々に失われてきているかなとそのように認識をしている次第でもございます。

内容をお聞きしますと、閉店の理由についてはそれぞれあるようでありますが、やはり景気の低

迷による購買力の低下それから経営者そのものが高齢化をされている。または担い手の不足によ

り閉店をされたお店。こういうような方々も数多くおられるわけでございます。現状において一

生懸命経営されている皆さんの中にも、そうした厳しい状況が続いているというふうに認識をす

る次第でもございます。 

それで、御質問の現在における商店街における空き店舗の実態でございます。住宅兼用の店舗

を含めてでありますけども、現在商工会より報告をいただいておりますのは、８店舗というふう

にお聞きをしているところでございます。これらについて商工会においても空き店舗を利活用し

推進するために、様々な情報について提供をされているというようなことで努力をされているよ

うでありますが、現状においては、なかなか次の活用ができていないというのが実態であるとい

うふうにお聞きをしているところでございます。 
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そうしたことから、町におきましても商工会の皆さんとの連携を図りながら、平成２３年度よ

り空き店舗の利活用を含む店舗の出店等に対しての支援対策を講じてきたところでありますし、

平成２４年からは既存のお店の店舗改修の支援事業につきましても、実施をさせていただいたと

ころでございます。先の店舗出店の支援事業については、２３年に３件、それから２４年に３件

ということで、２３、２４年の２カ年で６件。この支援事業によって新たに店舗が立ち上がって

いるということでございます。残念にも２５年は該当がありませんでしたが、２６年でまた１件

新たな申請がありました。全体では今までの中で７店舗は、空き店舗活用の中で新店舗開設をさ

れたということでございます。また既存店舗の改修事業の関係で、これにつきましては、平成２

４年は２件、平成２５年度で９件、２６年度で４件でございます。開始して３年になりますが、

この３年で１５件の実績ということに相なっているところでございます。これは直接的なですね、

新店舗の開設に向けた支援と既存の店舗の改修に向けた支援事業での実績の関係でありますが、

こうした直接的な支援に代えまして、厳しい町内の販売情勢購買力を高めるために、商工振興に

よる売り出しにかかる宣伝、また直接的な商品券の発売に対しましても、商工振興事業の中で町

も支援をさせていただいて、商工会との連携の中で、少しでも地元での購買力が増える、そんな

対応も続けさせていただいたところでありますし、特に今年度の３月で補正でいただきましたよ

うにまち、ひと、しごとの創生事業で消費喚起型の交付金が交付されたことによって、本町にお

いても地域振興券の町民１人あたり１万円の地元の商品券としての発行をさせていただきました。

その他には、ふるさと会を中心としながら、４割プレミアム付きのふるさと商品券も発行させて

いただくというようなことで直接的な購買力の向上のための支援対策も実施をさせていただいて

いるというような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うところであります。 

2点目の防犯及び事故防止対策についてございます。 

まず１点目の不審者等に対する対策についてでございます。御案内のように全国的には、近年

学校への不審者の侵入、またそれによって教員や子どもたちに被害を与える、そしてさらには登

下校時の子どもが襲われる等の事件事故が多発をしてきておりますし、特に子どもが被害者とな

る凶悪事件の発生も増加の傾向にあります。高齢者や女性をねらった犯罪も大きく増加をしてい

るというふうに理解をするところであります。 

町内におきましては、現在までに大きな事件事故につながったということはありませんけれど

も、子どもが不審者に腕をつかまれたとか、知らない人に声をかけられた。こういうような事故

が頻発をしてきているということでありまして、ここ数年来、毎年１件ぐらいだったんですが、

昨年あたりから少し増えてきているかなというような印象を持っているところであります。 

こうした対応につきまして、町としては警察を初めとして関係機関での情報の共有化を図りな

がら町の中で組織されております、交通安全防犯青少年育成推進協議委員会また防犯協会と連携

を図りながら、それぞれ子どもや高齢者を対象にした見守りだとか訪問、声かけ、こういうよう

な啓発を行っているところでありまして、今のところ大きな被害に結びつくまでには至っていな

いという実情でありますが、ただ、そういうような不審者がたまに出没をするというような状況

にもあるということでありまして、さらにパトロールや啓蒙活動推進をしていかなければならな

いと思っております。 

今の町の直接的な対応としては、登録をいただいた方には防犯メールで発信をさせていただい

ておりまして、そういう情報について入り次第、逐次メールでの情報提供を行っておりますし、

学校とも連携をとりながら不審者が出た場合においての登下校の注意喚起についても、お願いを
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している状況でありまして、場合によっては集団下校の対応も取らさせていただいている状況下

にあるわけであります。そうは言っても、やはり１００％目が届くというわけにはなりませんか

ら、子どもたちには自分たちのことは自分たちで守るんだという、ある一面そういう意識を持っ

てもらうような防犯教育というものも、併せてやらさせていただいておりますし、また小さい子

どもさんには、毎年ランドセルにつける交通安全の黄色いカバーと合わせて、防犯ブザーも提供

をさせていただいておりますので、本来はそういうものを使わないで、住んで行くのが一番良い

わけでありますから、そうなればいいなと思っておりますけれども、そんな対応も進めさせてい

ただいております。その他１１０番の登録をいただいておりまして、万が一のときに、個人の家

やお店屋さんまた事業所へも自由に駆け込める対応もとっておりますので、今後ともそういう対

応強化をさせていただきたいというふうに思っておりますし、事故や犯罪のない明るいまちづく

りに向けて取り組み強化をしていきたいというふうに思っている次第でございます。また通学路

の事故防止等の関係についても、今申し上げました中で、道路管理者や学校側、ＰＴＡがそれか

ら交通指導員、そういうような方々の力を借りながら、これからもそういう事故事件の無いよう

な未然防止のための連帯としてのそれぞれの役割がありますから、それぞれの活動はいただいて

おりますが、全体としての情報を共有化する。そしてそれらに向けた全体対応とっていける、そ

ういう体制づくりについても今後早急に進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと思います。以上申し上げ１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今、２項目について町長からご答弁いただきまして、まず１項目めの地域活性化対策について、

再質問させていただきます。 

先ほど町長の御答弁の中に平成２３年度から実施されております、新店舗出店支援事業につい

て話がありましたが、今の御説明でいきますと新店舗出店支援事業については、ある一定の効果

が出ていると理解いたします。引き続き事業者の方々におかれましては、活力ある町づくりのた

めに、ぜひ頑張っていただきたいとそのように私も思います。 

ただですね、今までの経過は良いんですが、町民の関心が高まってくるのは、私としてはやは

り旧フェリスの問題だと思っております。やはりこの町の中心地でもございますし、ここ３、４

年あそこが空き店舗となっているというのは、町にとっても余りよろしくないのではないかなと。

町にとっても、イメージにとってもよろしくないんじゃないかなと思っておりますが、町長は、

この辺はどのようにお考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 市街地の活性化の件でございますが、その中でも特に中央商店街の中核をなす旧スーパーであ

りましたフェリスの跡地の関係でございます。基本的に私としてはですね、あの五差路が清里の
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中心の市街地というふうに認識をしているところでありまして、可能な限り、そこでいろんな形

でのその商業行為が展開されるのが、最も好ましいだろうというふうに理解をしているところで

ございます。何とか新たな開設者が見つかって、そこでまた商業活動が活発に行われていただけ

れば、町に一層の明るさが戻り、活力も増してくるだろうというふうには理解をしているところ

でありますが、残念にもあの施設については会社としての所有の形での物件でございますから、

一方的に町が云々と言うことには、なかなかいかないのも実状でありまして、全体的な商工会と

また中央商店街との連携の中、活用の方法を民間中心としながら、それに行政がどういう形で支

援をしていけるかという形の中で、これからの展開が進んでいければありがたいことかなという

ふうに思っているところでありますし、またそれ以外の中央商店街を中心とするところには、ま

だ空き店舗もございますんで、それだとどういうふうな組み合わせの中で進めていけるのか。い

ずれのお店ともにそれぞれ個人の所有権を有している建物であるだけに、慎重に対応していかな

ければならないことではないかなと考えているところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 町長のご答弁の中にもありました、私も基本的には同じ考え方といいますか、実質民間の所有

地ということもございまして、かなり難しいのかなと思っております。ただ当町は平成２５年度

３月の定例議会の一般質問の答弁におきまして、商店街を町の公共財として街全体で考える必要

があるのではないかとお答えになっていると思います。この考え方については私も全く同じ意見

でございます。ですから今おっしゃられたのは難しいと思いますけれども、民間の所有地とはい

え、やはり街の中心部ですので今までだけの対策で解決出来ないのであれば、もう少し町が一歩

踏み込んだ大胆な発想で、新しい対策をうってもいいのではないかなというふうに私は思ってい

るわけでございますけども、町長はどのようにお考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 商店街の活性化の件、今御案内をいただきましたように、確かに平成２５年の３月の定例会の

中で、町の今後の商店街のあり方という考え方の中で、そういう御答弁を申し上げている次第で

ございます。 

私としても、町内の将来的な人口動態と高齢化率を見ていたときに、買い物弱者が出てくる可

能性もこのままではあるだろうと思っておりますから、そうならないためには１業種１店舗、何

とかして本当に生活に必要なものという前提がつきますけれども、それは確保していかなきゃな

らんだろうと思っております。そのために町が直接的にどういう形で、そこに支援をもっていけ

るか。ある一面考え方によっては、公共財的な意味合いを持ちながら、そこにしっかりと個人の

建物というよりも地域の商店として、商店街をどういうふうに配置をしながら、結果的には町民

の皆さんと買い物弱者をつくらないという対応の中での処理をしていく必要が出てくるであろう
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と考えている次第でもあります。 

ただそう言いながらも、先程からありますように、あくまでも建物も土地も個人的な部分、会

社的な部分がありますから、所有権の問題等含めながら、それは商工会なり、地権者なり、物件

の所有の方々と、どういうような公共財としての提供があり得るのかどうかという部分も含めな

がら、検討をしていく時期に、もうそろそろ来るかなと理解をしている次第でもありますので、

そういうふうな部分が発生した段階においては、十分に議会とも相談をしながら、また商工関係

の方とも相談をしながら、より良い方向性を目指していきたいと考えておりますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 私が推測するなりに重苦しい答弁だったとは思いますが、僕も全く同じような意見でございま

すので、何とかぜひ頑張ってやっていただきたいと思いますし、また今はうまく言い表せないで

すけども、なんとかなっていくのであれば、それによって旧フェリスが総合的に有効活用できる

ようなれば、町の中心部に人が集まるようになり、活気があふれ、活力ある街づくりに繋がるの

ではないかと私はそのように思っておりますので、なかなか難しい問題だと思いますが、ぜひ検

討していただきたいとそのように思います。 

次の質問に移らせていただきます。続きまして、防犯及び事故防止対策についてですけれども、

不審者等の対策についてですが、特に今回子どもに特化した形で再質問させていただきたいと思

っております。先ほどの答弁の中で不審者等の対策について、町としても不審者がここ１、２年、

少々増えてこられたということなんですけれども、まだ大きな被害はなってないが、少しの被害

は出ている。そのような中で町としてもさまざまな対策をとっているということでは、少々安心

はいたしました。私は町全体で子どもたちを見守る必要性があるとそのように改めて感じており

ます。 

ただしかし、今の対策だけですと、実は郊外の子どもたちにとってはまだ不十分のように思わ

れる状況でございます。平成２３年度に町内の小学校の統廃合により、江南地区と新栄地区の子

どもたちが、新たに清里小学校に長い距離を自転車で通う状況が増えました。下校途中一旦校外

に出ますと人影もなく、また民家もまばらになります。先ほど町長がおっしゃられておりました

防犯ブザー等におきましても、いざ何かあっても聞こえてこない。またはもう一つおっしゃられ

ておりました、子ども１１０番の家も民家がまばらですので、近くに家もない。で暗い夜道の中、

旧江南小学校までは道道にはなりますけども、街灯が４つ、旧新栄小学校までにいたっては０本

という状況でございます。また江南地区、新栄地区に限らず、それ以外の郊外地区でも街灯の数

が足りていないように思います。もちろん防犯ブザー、子ども１１０番にはならないですけれど

も、街灯等を設置することにより、犯罪に対する抑止効果さらには交通事故防止効果にも繋がる

のではないかと私はそのように考えますが、町長はどのようにお考えでしょうか。お伺いいたし

ます。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 郊外の子どもたちの通学途中における、犯罪、また交通事故防止というような観点からのご質

問というふうに思っておりますが、基本的に防犯灯の設置については、各それぞれの市街地に設

置している街灯が防犯を中心とする街灯という部分でありまして、それぞれ郊外に道路淵に設置

しているのは、防犯灯というよりも交通安全のための道路設備としての照明であるということで

すから、基本的には橋の手前、前後だとか交差点のあたりに設置になっておりますので、それ以

外のところでは設置していないというのが実状でございます。それで子どもさんの安全上からい

けば、全部を明るく点灯するのが一番良いのかなというふうには思いますけど、ただ現状問題と

して考えたときに、現実的ではないなというような感じもしているところでありますんで、これ

はどういうような形で要所に配置できるのかどうか、それが子どもさんの所在地が変わるとまた

こっちの方とかいろんなことになってまいりますんで、慎重に対応していく必要があるだろうと

いうふうに思っているところでございまして、そこら辺、どういうふうな解決策があるのか十分

に検討しなきゃなと。それで一般的に対応が可能かこれらも協議していかなければなりませんし、

先ほど申し上げていましたように、学校だとか保護者だとか指導員だとか、または道路管理者、

警察の力も当然借りなければなりませんし、それから一般の町民の皆さんの力も借りながらそう

いう見守り体制をしっかりと整えていくという形が一番現実的ではないのかなと。街灯を設置し

て、それだけで本当になくなるのかといっても、なかなか難しいところもありますんで、そうい

う中で、もう少し検討の時間をいただきたい。教育委員会、また学校とも十分に連携を図りなが

ら、最も効果的、効率的な手法について検討させていただければというふうに思っておりますの

で、御理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 町長からのご答弁ですけれども正直に申し上げまして、確かにその見守り隊。例えば登下校中、

交差点にいろんな方々が立っていただいて、現実的な対策というのは、わかるんですが、逆に申

し上げますけれども、それを郊外でやるのも非現実的だと思いますし、その辺も考えた中でのよ

り良い検討をしていただきたいなと思っております。 

続きまして、今の質問にまた関連する同じような質問になりえるんですけれども、次の公共施

設駐車場内での防犯及び事故防止対策についてお伺いいたします。最近町民の皆さんといろいろ

お話していますと、公共施設駐車場の街灯、また街灯となってしまいますが、街灯および防犯灯

なんですが、足りないなというような声を私はよく聞くんですけれども町長はどのようにその辺

お考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 基本的に公共施設の駐車場といいますか、町の中の全体のですね、防犯灯の考え方であります

けども現在ＬＥＤ化に切りかえている最中でありまして、その切りかえにあたって、真に必要な

ところ、今あるところにそのままやるんじゃなくて、もし必要であれば、移設って言うんですか、

それを含めてやっている最中でありますので、真に必要なところは、きちっと置いていくと。そ

れから極端に言えば間引いても大丈夫でないかという所は移設をすると。そういうような対応の

中で進めていっていると理解をしております。ただ駐車場だけに限っていけば、今ご質問いただ

いたようなことで場合によっては、少し暗いところもあるのかもしれません。そこらについては、

それぞれの所管の中で対応してきている部分がありますんで、点検をかけながら実際問題として

の対応について検討を加えていきたいと考えていますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今駐車場の件で、町長もいろいろ考えていただいていると。そしてまた所管の方でも考えてい

ただきたいということなので、私からのこれ一般質問になるかどうかわかりませんが、提案とい

うことでお話させていただきます。この町にさまざまな公共施設ございますけれども、私が特に

聞くのは、実はここで特化していいのかどうかわかりませんが、トレーニングセンターの駐車場

だったんです、実は。トレーニングセンターの駐車場には駐車場内を照らす街灯及び防犯灯とい

うのが、１個もない状況でございます。ここ最近、町民の健康づくりに対する意識の高まりから、

仕事を終えた後のトレーニングセンター利用者が増加傾向にあると思われます。ただその多くの

利用者から車上荒らしの危険性について指摘されている状況でございます。またさらには近年ス

ポーツ少年団や部活動等に子どもたちが積極的に参加するようになり、トレーニングセンターを

利用する子どもたちも増加傾向にあります。ただ子どもですので、どうしても夜遅くなりますと

迎えに来られる父兄の方々が大勢おられるんですが、その方々からもやはり駐車場が暗くて、今

まで一回も無いですが、引きそうになったことが多々あるという状況で、私も実は経験者でござ

いまして、ヒヤッとした経験ございます。そのような状況もございますので、先ほど言った車上

荒らしではないですけれども、防犯の防止のためにもまた事故防止のためにもそういうような街

灯を検討していただきたいなというふうに思います。ここの部分は先ほど町長からいただいてお

りますので答弁はよろしいです。 

で最後の質問という形に移らせていただきます。通学路区における事故防止対策について御質

問いたします。ここ近年新たな建物を看板の設置そして樹木等の生育に伴い、見通しの悪い箇所、

あと避けて通らないと通れないような場所というのが見受けられる状況でございます。町として

これらの箇所の把握及び改善に向けての検証等は行われているのかということをお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 まず１点目の公共施設における駐車場への防犯灯となり、事故防止対策の関係でございます。

基本的にはそれぞれの所管の中で管理がされておりますので不足するような不安定なところがあ

れば、そういう対応を進めていかざるをいかなければならんというふうに考えているところであ

りますが、早速所管にもう一度確認をさせながら、真に必要であれば、これはもう当然やらなけ

ればなりませんし、交通安全対策も含めて、防犯上のことも含めて対応を進めさせていただきた

いというふうに考えるところでございます。 

それから子どもたちの通学に係る道路の管理関係については、教育委員会の方で担当しており

ますので教育長の方から答弁をさせます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今の通学路の安全確保ということでございます。各学校におきましては、子どもたちが通

学下校する道路につきましては、学校の方で確認を行っているところでございます。またそうい

った中で危険と思われる箇所がございましたら、教育委員会または道路の管理者等に改善の要求

もしながら進めてきているところでございますけども、今後そういった安全点検より的確に推進

するということで、学校のみならず道路管理者、警察そして保護者の方も入った中で、そういっ

た通学路の点検を常に行っていき、必要なところは改善をしていくということで取り組むことに

しておりますので、また保護者の方等にも、御協力をいただくということになろうかと思います。

またトレセン等の駐車場の関係でございますけれども、早急に公共施設管理しております施設に

つきまして、そういったところを点検して対応してまいりたいというふうに考えておりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今の教育長の方からもご答弁ありましたけれども、学校との連携ですよね。その部分でやはり

今私がご質問させていただいたことも、実は子どもたちからちょっと聞き取ったことなんです。

で、なぜ今これを言うのかというと、大人からの目線と子どもからの目線だと危険の箇所って実

は違うんだなと僕もこの間改めて感じまして、私自身確認したときに、確かに子どもは正しいな

という認識になりましたので是非学校側と連携とりながら、そういう子どもたちにも聞き取り調

査を行って、もちろん大人目線また保護者目線、子ども目線という形でいろいろと調査を行いな

がら、安全確保また事故防止に努めていただきたいとそのように思っております。犯罪や事故等

が起こってからでは遅いという思いは、誰もが同じだと思っております。町長も同じだと思いま

す、教育長も同じだと思います。もちろん僕も同じです。防犯及び事故防止対策については前向

きにかつ早期に検討されることを切に願って私からの一般質問を終わらせていただきます。以上

です。 
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○議長（田中誠君） 

 答弁はよろしいですか。答弁にこれで伊藤忠之君の質問を終わります。次に村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 それでは一般質問に入る前に、一言申し上げたいと思います。平成２７年度の町政執行方針を

拝読させていただきました。中身の内容につきましては第５次清里総合計画に沿った項目であり

ました。これといった目玉的な事業はありませんが、継続は大なり力なりという言葉があります

が、実行して初めて町民が認めるわけでありまして、一つ一つ具体的に計画に立って、住民協働

と共生共創のまちづくり、自立のまちづくりを推進することを願っております。またこの６月定

例会におきまして新人議員の３名の方々に対し、議員としての使命を一般質問で示されたことと

存じます。私からも敬意を表したいと存じます。 

まず通告してあります町道、道路についての質問をさせていただきたいと存じます。町道１８

号道路の２線と１線道路の区間約５４０メーター改良する考えはあるのかないのか伺いたいと思

います。 

２点目につきまして４線道路の９号から６号道路までの区間１キロ６００メーターございま

す。この道路を改良する考えはないのかを伺いたいと存じます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、ただいま村島議員さんより御質問をいただきました。町道の整備につきまして、御

答弁を申し上げたいと思います。現在町におきましては町道、農道含めて全体で総延長３１６キ

ロの道路を有しています。この道路につきましては、日常的な維持管理を行うとともに、補助金

や交付金事業また負担金事業による新たな道路整備につきまして計画に基づいて、年次計画で実

施をしてきているところでもございます。現在整備を進めている道路といたしましては、社会資

本交付金を活用した４線道路の改良工事、そして道営事業の負担金事業として実施をいたしてお

ります１９号での道路整備が行われているところであります。その他の道道の整備事業の関係に

つきましては、摩周湖斜里線を初め３路線の整備が継続事業として実施をいただいているところ

でありますし、こうした道路整備につきまして、各関係機関の御尽力に対して衷心より感謝を申

し上げる次第でもございます。また今年から江南停車場線の歩道についても事業の着手をいただ

くような予定となっているところでございます。そのうち、町道の整備事業につきましては、こ

れまでも第５次総合計画と町の町道整備計画を基本にしながら、毎年町道全体での整備状況の優

先度を確認しながら進めてきているのが実状でございました。 

ただ今御質問をいただきました町道１８号の１線から２線間の道路整備の関係でございます

が、現在のところこの区間については、砂利道での整備改良をされたところでございます。今の

段階においては、この５４０メートルの区間はそうした中での町が指定管理者制度によって維持

管理を行っているというのは実状でございます。現在この道路については距離が５４０メートル

程度ということもあって、受益者の戸数、それと受益面積が限定的になっておりますので、現状

問題として費用対効果の観点からいくとなかなか交付金事業や補助金事業での対応については、
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困難を期してくるというふうに思っているところでございまして、もし行うということになった

場合においては町単費事業での展開しかないのかなというふうに思っているところでありますの

で、早急な対応については難しいかなというふうに思っておりますんで、今後の路線想定、路線

整備の全体的な計画の中で対応をしていく必要があるだろうと理解をするところでございます。 

今まで舗装改良が既に終わっていた中でも、交通量が多くて劣化が進んでいる箇所も多数ござ

いますので、優先順位という部分も含めながらいきますと近々ということにはならないかなとい

うふうには思っておりますが、先ほど申し上げましたように町全体の道路整備計画の中での対応

を検討させていただきたいものと思っている次第でございます。 

それから２点目の町道４線道路の件であります。６号から９号間については御指摘のように２

舗装２回路でありまして、これらについても、１キロ６００メートルを超える距離がありますし、

この間も現状をつぶさに確認をしてまいりましたが、かなり起伏がある道路でもございます。な

かなかこれも現状としては難しい状況にあるのかな。ただこの４線道路につきましては、３３４

の国道までは、完全舗装された道路でありますから、まっすぐ突き抜けていくという部分におい

ては道路の効果効用としての向上については期待をされるところではないかなと思うところであ

りますけれども、かなりの切り盛りがありますから、仮にそれを進めていくというような場合に

おいても、相当地権者との土地の部分も含めて対応をしていかなければならない。そのような路

線であるというふうに理解をするところでございます。いずれの路線ともに現状での費用対効果、

それから受益面積そして受益延長等について、かなり厳しいところもございますので、慎重に対

応をさせていただければというふうに思う次第でありますので、御理解を賜りたいというふうに

思います。以上申し上げ、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 １８号道路の整備について答弁ございましたけれども、話の中ではなかなか難しいところがあ

るのかなと私も理解はしますけれども、やはりこの道路というのは一般道でもありますし、号線

であるということも踏まえていただいて、すぐ改良舗装をやるよということじゃなくて、今、町

長も言われた単独事業としてでも考える余地があれば、この４年間のうちに何とか考えていただ

きたいなとこのように要望をしておきたいと思います。 

次に９号から６号間の１キロ６００メートルという長い距離ではありますけれども、実はこれ

私１０年前に前町長であります橋場町長に一度質問しておる事案であります。ですから今回２回

目になるわけでありますけども、このときに前町長の答弁では民家が無いからという一言で１０

年間以上過ぎてしまったわけであります。今、町長答弁なさったようにこの道路もやはり１８号

道路と同様、使われている道路は間違いないわけで活用、利用されております。ですから早急に

いろんな面で先ほど交付金とか補助金はなかなか活用するのは難しいと言われてはおりますけど

も、これやはり年次計画をもってやっていただくことで、４年間のうちに区切りがついてくる可

能性も私はあると、このように思っておりますので考えていただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほども申し上げましたように、路線そのものとしてはなかなか現状として、交付金事業なり、

また補助金事業ということで、国なり道の支援をいただく路線としては、かなり厳しい採択の条

件になるのかなと思っておりますが、ただ今御指摘をいただきましたように号線道路であること

は事実でありまして、全く他の人が利用してないのかということになると、決してそうではない

と思っておりますし、特に４線の突き抜けの道路の部分、大和の部分については、７号道路も実

はまだ改良されていないということで、ちょうどあの区画十文字は未改良未舗装になっているの

も事実でありますから、どちらか全体の道路整備計画の中での対応していただければなというふ

うに理解をするところでございます。いずれにしても、かなり地権者の方もおりますし、先ほど

申し上げましたように起伏もありますし、道路の幅員の問題、それだけの起伏がありますから、

水処理の問題等もいろいろ検討を加えながら、進めて行かなければならない路線だろうというふ

うに考えておりますので、全体の道路整備計画の中の計画の中でどういうふうに盛り込んでいけ

るか。そこらへんを含めながら今後対応をさせていただきたいというふうに考えておりますので、

御理解いただきたいというふうに思っています。 

 

○８番（村島健二君） 

 私質問漏れをしたんですけれども、斜里郡３町でも清里町の舗装率は高いわけでございます。

したがってこの町道農道の舗装率どのようになっているか分かる範囲でお願いしたいと思います。 

それとこの道路につきまして、緑ダム事業がありまして、このときに３町の幹線道路ほとんど

が舗装化されております。中でも清里町が一番高いと私はみているわけでありますけども、その

ほかにもやはり号線であって、まだ何本もたくさんあると思いますのでね、今後そこら辺りを所

管の建設課でよく見回っていただいてですね、早期にやっていただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町における道路の整備状況でございますが、清里町は管内的にもかなり改良舗装が進んで

いるところでございます。そうは言いながらすべての町道路線、また農道路線が改良舗装されて

いるかというと、そうではありません。これらについては、必要度の高いところから順次年次計

画または道路整備計画に基づいて、改良舗装必要性のあるものから実施をしていかなければなら

ないというふうに理解をするところであります。今後の中で対応をさせていただきたいと思いま

す。 

また道路の整備の状況でございますが、舗装率からいきますと、管内で清里町は７４．７％で

なってございまして、町村名を挙げるのは失礼ですから挙げませんが、２番目と清里町の間では

約１０ポイント差があります。清里の方が１０ポイント高いということであります。最下位の町

村を見ると２倍はるかに超えるだけの舗装率があるということで、管内でも断トツに舗装率は高
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い順位になってきております。それから改良率の方でありますけども、改良率については７９．

４％ということになっておりまして、残念なことに改良率では清里町は１位ではありません。２

位になっておりますが、これはわずか１ポイント差であります。ちなみにこの近隣の町と比較い

たしますと、近隣の方は管内でも下の方でありますから、それからみると清里町は改良舗装率と

も、かなり高いところにありますので、町内の道路並びに農道関係についても相当数のところま

で改良され、また舗装がされているということでありますが、先程申し上げましたように１００％

ではありませんので、それに向けて今後とも対応を進めていかなければならないものというふう

に理解をするところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、村島君。 

 

○８番（村島健二君） 

 最後の質問になりますが、舗装率改良率、今聞かせていただきました。なんとか１００％に向

けて、今後進めてきいただきたいとこのように思います。町長は執行方針の中でも道路整備につ

いて発言されております。地域の幹線道路はもとより市街地道路を計画的に整備するということ

で項目を挙げておられますが、今後これは年次計画を持ってやっていくべきだと私は考えており

ます。そのことだけ要望いたしまして、私の質問を終わります。何かありましたら。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それぞれの号線にまつわるような道路については、道路の整備の手法を含めて、今後全体的な

町道整備計画の中で対処をしていきたいというふうに考えておりますし、特に市街地道路の関係

につきましては、民家住宅の張りつけになっている箇所で未舗装、未改良ということがあれば、

そういう部分について、私道についてはちょっと無理がありますけれども町道という認定の中で

は、対応を逐次進めてまいりたいと思っております。 

それとまた既設の改良舗装が終わっている場所においても、経年劣化が進んでいる場所もかな

り出てきておりますので、これらについても年次的な計画の中で、オーバーレイの整備を進めて

いく予定でおりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。以上申し上げ、答弁といた

します。 

 

○８番（村島健二君） 

 終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 以上で一般質問を終わります。ここで午後３時まで休憩といたします。 

休憩 午後 ２時５２分～ 

                               午後 ３時００分 



 41 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を再開いたします。既に上程されております、日程第７議案第３２号平成２

７年度清里町一般会計補正予算（第１号）から日程第９議案第３４号平成２７年度清里町焼酎事

業特別会計補正予算（第１号）まで都合３件を一括審議します。 

議案第３２号平成２７年度清里町一般会計補正予算（第１号）の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 既に上程されております、議案第３２号平成２７年度一般会計補正予算（第１号）について提

案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、平成２７年度当初予算が去る４月に行われました統一地方選挙に

より義務的経費を中心とした骨格予算の編成となっておりましたので、政策的な予算や国道の未

確定であった補助金等の補正を行うものであります。補正予算の総額は、第１条第１項に記載の

とおり歳入歳出それぞれ３億８千５３１万６千円を追加し、予算の総額を４４億６３１万６千円

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ご説明申し上

げます。第２条の債務負担行為の補正につきましては議案書を３枚お開きいただきたいと存じま

す。債務負担行為補正につきましては、第２表のとおり、移住支援交付金事業（その２）及び定

住支援交付金事業（その２）の期間及び限度額を記載のとおり定めるものでございます。 

それでは歳入歳出補正予算の内容についてご説明いたしますので、初めに今回提案させていた

だく主な事業等の内容についてご説明申し上げますので、別冊の審議資料を御用意いただきたい

と存じます。審議資料の１ページをお開きください。補正予算の主な事業についてご説明いたし

ます。なお、補正額内の上段の（ ）内の数字は補正後の当該総予算額であり、財源につきまし

ては、資料に記載しているとおりでございますので特異的なもの以外は説明を省略させていただ

きます。 

１款議会費の視察研修事業につきましては、議会活動の活性化を図るために、各視察研修会に

要する諸費用１８０万９千円を計上しております。 

２款総務費、一般管理費の社会保障税番号制度システム導入事業につきましては、交付金の追

加に伴い、総合宛名システム導入に係る経費として事業費３００万を計上しております。財源内

訳の国庫支出金は、社会保障税番号制度システム整備費補助金でございます。人事評価制度導入

事業につきましては、平成２８年４月より制度運用が開始されるため、適正かつ円滑な導入を図

るために業務委託を行うものであります。事業費は２３１万２千円を計上しております。次の財

産管理費の旧レストハウス管理運営事業につきましては、観光シーズンにおける施設の重要性に

鑑み、利用者などの利便性に供するために一部開館するための運営経費であり、事業費は２８５

万円を計上しております。職員福利厚生費の職員住宅修繕事業につきましては単身者住宅、職員

住宅におけるクッキングヒーターの老朽化が著しいため、計画的に更新するものでございます。

事業費は１６０万円計上しております。２ページをご覧いただきたいと存じます。総務費、総合

庁舎管理費の総合庁舎照明ＬＥＤ化事業につきましては、総合庁舎の省エネルギー化を図るため

に平成２５年度より３カ年計画により行っており、今年度が最終年度となります。今年度は、３

階、消防などのＬＥＤ化を実施するものであり事業費１千１９４万円を計上してございます。行

政情報システム管理費の光ケーブル移設事業につきましては、道道摩周湖斜里線の道路工事増に

伴い補正するものであり、事業費は１５０万円となってございます。企画振興費につきましては
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旧レストハウス施設の改修に関するものであり、明年の観光シーズンまでの整備を目途として取

り進めております。交流活動施設において、国の補助対象である地中熱利用設備導入に向け、調

査試験経費として交流活動施設、地中熱熱応答試験業務委託事業３６０万円を計上しております。

なお施設の名称につきましては、まだ確定していないため便宜上交流活動施設としていますこと

を御理解をいただきたいと存じます。 

次の３款民生費、社会福祉総務費の臨時福祉給付金事業につきましては、消費税率引き上げに

伴い暫定的、臨時的な措置として、低所得者の住民の負担軽減を図るために行うものであり事業

費５４６万５千円を計上しております。なお財源内訳は事業費全額、国庫補助金となってござい

ます。児童母子福祉費の子育て支援保育料補助事業でありますが、子育て世代に係る負担軽減を

図るために第２子以降の幼児における保育所、幼稚園保育料の２分の１を補助する経費として６

８３万８千円を計上しております。 

３ページの４款衛生費、葬斎場修繕事業につきましては、良好な施設管理を行うために、経年

劣化が著しい一部火葬炉、火葬炉耐火物の修繕に４５０万円計上しております。 

続いて、５款農林水産業費の農業振興事業費、補助事業につきましては安定的な農業生産を築

くため地力増進対策事業など１千７５０万円を計上しております。焼酎事業特別会計繰出金事業

につきましては、焼酎事業特別会計の安定した運営を行うために６４０万円の繰出金を計上して

おります。次の多面的機能支払交付金事業につきましては、制度改正に伴い、交付対象地域が町

全域に拡大されたことから事業費９千５３７万３千円計上するものであり、財源内訳の道支出金

は多面的機能支払い交付金事業交付金であります。 

６款商工費の店舗出店改修等補助事業につきましては、商工基盤の再構築を図るために店舗の

新築や空き店舗等の活用、並びに既存店舗の改修に要する費用等に助成する事業として１千２０

０万円の予算計上を行ってまいります。 

４ページをお開きください。７款土木費の公営住宅建設事業につきましては、公営住宅等長寿

命化計画に基づき、ひまわり団地に地域優良賃貸住宅２棟２戸の建設と水元第２団地札南団地の

町営住宅の取り壊しに要する事業費５千６５１万４千円を計上しております。財源内訳の国庫支

出金は、社会資本整備総合交付金でございます。公営住宅改修事業につきましても、公営住宅等

長寿命化計画に基づき、さくらんぼ団地２棟７戸の外壁改修を行う事業として１千７１万円を計

上しており、財源内訳の国庫支出金は社会資本整備総合交付金でございます。なお、審議資料の

５ページから７ページに図面を添付しておりますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

続いて９款教育費の職員住宅修繕事業につきましては、職員住宅の適正な維持管理を行うため

に屋根、外壁塗装に要する事業費４８３万円を計上しております。ステージ公演補助事業につき

ましては、町民にすぐれた芸術文化の鑑賞機会を提供するために企画委員会補助として３００万

円計上しております。給食センター調理場修繕事業につきましては、衛生環境の向上を図るため

に調理場床等の補修に要する事業費１０２万７千円を計上しております。 

それでは続いて事項別明細書により款項区分による補正内容のご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御用意いただきたいと思います。４ページをお開きいただきたいと

思います。歳出よりご説明申し上げますが、審議資料においてご説明申し上げました事業につき

ましては、説明を省略させていただき特異的な事項のみご説明申し上げますので御了承いただき

たいと存じます。また特定財源の内訳につきましても、詳細費目が記載されておりますので省略

をさせていただきたいと思います。なお、説明につきましては、慣例により目ごとの説明とさせ
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ていただきます。 

１款議会費、１目議会費１９３万円につきましては、先にご説明いたしました各議員研修など

に要する費用並びに随行する事務職員の普通旅費となってございます。 

２款総務費、１目一般管理費５６６万２千円につきましては、審議資料で説明いたしました人

事評価制度導入事業及び社会保障税番号制度システム導入事業にかかる委託料並びに町民への制

度の周知を行うためのパンフレット制作に係る印刷製本費となってございます。２目財産管理費

１千８７７万円につきましては、先にご説明いたしました旧レストハウス管理運営事業と公共施

設を総合的に管理するために行う公共施設等総合管理計画策定業務委託料などに要する費用８５

４万円並びに貸し付け希望者への安定的な貸し付けを図るために増額する奨学資金貸付基金積立

金などに要する経費１千２３万円の計上でございます。４目広報費につきましては、現在老朽化

が著しい斜里岳ウエーブカメラの更新費用及び町政要覧の増刷に要する費用、合わせて８４万４

千円となっております。１３目職員福利厚生費１８０万円につきましては、先にご説明いたしま

した単身者職員住宅修繕経費と突発的な修繕に対応するための経費を計上しております。１４目

総合庁舎管理費１千２５４万円は、庁舎前庭等の樹木の適正な管理に要する経費６０万円と先に

ご説明いたしました総合庁舎照明ＬＥＤ化工事費となっております。６ページをお開きください。

１５目行政情報システム管理費並びに３項開発促進費、１目企画振興費につきましては、先ほど

審議資料にてご説明いたしましたので省略をさせていただきます。４項庭園のまちづくり事業、

２目花と緑と交流のまちづくり事業につきましては、移住定住促進事業費として、清里町におけ

る移住定住の促進と人口の維持と交流人口の拡大を図るために清里町移住定住促進事業補助とし

て１５０万円。移住定住支援交付金が３２５万円。並びに移住定住対策により推進するために東

京などで行われます北海道暮らしフェアへの参加にかかる所要の費用６７万２千円、合わせまし

て５４２万２千円を計上しております。また、高校生海外派遣研修事業費並びに町民海外派遣事

業費につきましては、国際性豊かな人材の育成などを推進するために要する経費として高校生海

外派遣研修事業に６０８万８千円。町民海外派遣研修事業に１８０万円を計上しております。よ

って、花と緑と交流のまちづくり事業費につきましては、３事業合わせまして１千３３１万円の

計上となってございます。７ページ、１０項地域振興費、１目地域振興対策費につきましては、

今年度策定いたします清里町まち、ひと、しごと創生総合戦略にかかる所要の経費として１０万

円を計上しております。 

３款民生費、１目社会福祉総務費１千２２９万５千円につきましては、低所得の高齢世帯等の

暖房費などの負担軽減を行う地域福祉推進事業費に２００万円。特定疾病患者などの通院通所の

負担軽減を行う難病者支援事業に２００万円。町内で福祉事業を行う事業者の従業員を確保する

ための補助として福祉医療従事者人材確保事業費に１８０万円。８ページをお開きください。先

に審議資料にてご説明いたしました臨時福祉給付金事業の５４６万５千円を計上しております。

３目福祉サービス事業費１９６万５千円につきましては、福祉入浴券に係る入浴料金の２分の１

を温泉管理者に補助する福祉入浴事業経費補助１４２万５千円が主なものであります。４目老人

福祉費につきましては、高齢者緊急通報機器更新に要する費用として１６６万８千円。国の介護

職員処遇改善加算拡充に伴う介護老人保健施設きよさと運営業務委託料の増額分３３２万２千円。

介護保険制度改正によるシステム改修に伴う経費として、介護保険事業特別会計繰出金９７万２

千円。合わせまして５９６万２千円の計上となっております。９ページの２項児童福祉費、１目

児童母子福祉費８７２万２千円につきましては、消費税率引き上げの影響等を踏まえ、子育て世
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帯に対して、臨時的特定的な給付措置を行う子育て世帯臨時特例給付金事業の所要の経費１７５

万２千円及び先にご説明いたしました子育て支援保育料補助など子育て支援事業に６９７万円合

わせまして８７２万２千円を計上しております。２目保育所費につきましては、入所している幼

児の利便性と良好な施設の維持管理を行うために合わせて５５７万１千円の工事請負費を計上し

ております。 

１０ページをお開きください。４款保健衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費６３万

４千円につきましては、診療所における医療機器の経年劣化に伴う調剤専用電子天秤等の更新事

業であります。４目環境衛生費につきましては、先にご説明いたしましたので、省略させていた

だきます。４款衛生費、１目清掃事業費３８１万５千円につきましては、現在事業を進めていま

す清掃センター長寿命化事業にあわせ、従業員の職場環境の改善を図るために休憩室等の改修に

向けた実施設計業務委託料１９４万４千円及び清掃センター機器類保守点検業務委託料１８７万

１千円を計上しております。 

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、省略させていただきます。

１１ページ、２目農業振興費につきましては、先にご説明いたしました農業振興事業費補助と各

種負担金補助金及び交付金として２千３６３万９千円の計上並びに農山村漁村活性化プロジェク

ト支援交付金の効果発現状況について把握と分析を行う委託料１１２万円と焼酎事業特別会計繰

出金、合わせて３千１５２万２千円を計上するものであります。１２ページをお開きください。 

３目畜産業費は省略させていただきます。５目道営整備事業費は先に御説明いたしました多面

的機能支払交付金事業の交付金を計上しているものであります。２項林業費、１目林業振興費に

つきましては、主に林産企業の振興と林業従事者の雇用対策として継続実施しております、各種

補助であり１千２９７万５千円を計上しております。 

１３ページの６款商工費、１目商工振興費につきましては、清里地区連合補助４６万円と先に

ご説明いたしました店舗出店改修等事業補助、合わせて１千２４６万円を計上しているものであ

ります。２目観光振興費８５７万８千円につきましては、緑清荘の消防用設備修繕と建築基準法

の定めによる特殊建築物定期報告書作成に係る委託料の経費合わせて９９万３千円、パパスラン

ドにつきましても特殊建築物定期報告書作成に係る委託料３６万８千円、緑温泉につきましては

照明設備をＬＥＤ照明に更新する工事請負費として６７１万円。その他観光施設維持管理費とし

て、さくらの滝のトイレリースに係る所要の経費５０万７千円の計上となっております。３目オ

ートキャンプ場費につきましては、老朽化が著しい草刈用トラクターの更新費用として１５１万

２千円を計上しているものであります。１４ページをお開きください。 

７款土木費、１目道路橋梁費４１６万９千円につきましては、指定管理者に貸与しているロー

タリー除雪車の大規模修繕経費及び東横道路整備にかかる土地購入費と立木の補償金でございま

す。３項住宅費、１目住宅管理費につきましては、経年劣化による公営住宅クッキングヒーター

等の修繕料３３０万円と継続事業であります住宅用太陽光発電システム導入補助６００万円合わ

せまして９３０万円の計上となっております。２目住宅建設費につきましては、先にご説明いた

しましたので、省略をさせていただきます。 

１５ページ、８款消防費、１目消防費につきましては、人事異動に伴う人件費等にかかる斜里

地区消防組合清里分署負担金の１６０万７千円となってございます。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費４７万７千円につきましては、教育委員の視

察研修に係る所要の経費を計上しているものであります。２目教育諸費につきましては、先にご
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説明いたしました教職員住宅修繕と教職員住宅ボイラー更新に係る所要の経費合計６１２万円の

計上及び新入学児童に記念品としてランドセルを贈呈するための経費１２５万６千円を計上して

おります。また、特色ある学校づくり推進交付金として、１６０万円を計上しており、合わせま

して８９７万６千円の計上となっております。１６ページをお開きください。２項小学校費、１

目学校管理費につきましては省略させていただき、２目教育振興費５３３万３千円につきまして

は、情報通信技術を活用した教育を推進するために清里小学校に導入するタブレット端末の購入

費用３９８万３千円と緑地域山村留学推進協議会に対する補助１３５万円でございます。３項中

学校費、２目教育振興費につきましても清里中学校に導入するタブレット端末の購入費用４０１

万７千円を計上するものであります。４項社会教育費、１目社会教育総務費につきましては臨時

事務職員の雇用に係る所要の経費１４８万６千円の計上となっております。１７ページ２目生涯

教育費につきましては、学童保育事業に係る指導員の雇用に係る所要の経費１７８万２千円と老

人クラブ連合会など８団体への補助及び先に御説明いたしましたステージ公演補助、合わせまし

て５６２万９千円の計上並びに一般町民が文化スポーツの全道、全国大会などに参加する際の経

費補助として５０万円計上しており、合わせまして７９１万１千円の計上でございます。３目生

涯学習総合センター費１５０万円の計上につきましては、学習センタートイレ改修に係る工事費

でございます。１８ページをお開きください。５項保健体育費、１目保健体育総務費６３５万６

千円につきましては、スポーツ合宿等の誘致支援に至る所要の経費１４３万円と体育協会など３

団体への補助として、４９２万６千円でございます。５目学校給食センター費につきましては先

にご説明いたしましたので、省略をさせていただきます。 

それでは歳入についてご説明いたしますので、１ページにお戻りください。先の審議資料にお

ける説明及び事項別明細書の歳出における特定財源内訳において詳細費目が記載されております

ので、総括表で概要のみ説明申し上げます。１３款国庫支出金、１４款道支出金、１８款諸収入、

２０款寄附金が特定財源であり、９款地方交付税、１７款繰越金は一般財源でございます。なお、

繰越金につきましては、平成２６年度の繰越金が確定いたしましたので、補正措置を行うもので

ございます。以上で説明を終らさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、議案第３３号平成２０７年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の説明を

求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 既に上程されています、議案第３３号 平成２７年度清里町介護保険特別会計補正予算（第１

号）について提案理由をご説明いたします。 

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１９４万４千円を追加し、予

算の総額を、４億２千４０８万円とするものです。第２項につきましては、別冊の補正予算に関

する説明書により説明申しいたします。説明書、中ほどの薄茶色の仕切りから介護保険事業特別

会計の事項別明細書となっておりますので、２０ページをお開き願います。 

今回の補正は、今年８月より実施されます、高額介護サービス費の上限の改正、特定入所者介

護サービス費の見直しなどの介護保険制度の改正に伴う介護保険システムの改修が必要となりま

すので、そのシステム改修業務委託料の補正を行うものであります。 
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最初に歳出からご説明いたします。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の委

託料を１９４万４千円増額するものです。財源の内訳は、上の表の歳入でご説明します。３款国

庫支出金、２項国庫補助金、３目介護保険事業補助金９７万２千円の増額は、システム改修費用

の２分の１を国からの補助金で見込むものです。７款繰入金、１項会計繰入金、１目一般会計繰

入金は、システム改修費用の残り２分の１を一般会計の事務費繰入金として増額補正するもので

あります。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、議案第３４号、平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）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３４号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は第１号、第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ６４０万円を追加し、予算の

総額を、９千９３４万６千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、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、販売製品在庫の確保に伴います資材費の購入補助でございます。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うぐいす色の仕切り、焼酎事業特

別会計の事項別明細書の２２ページをお開きください。２款製造費、１項製造管理費、１目醸造

費６４０万円の増額は、焼酎事業焼酎醸造事業費で焼酎製造にかかります資材購入の消耗品とし

て増額補正をするものでございます。特定財源のその他６４０万円は一般会計繰入金であります。 

次に、歳入についてご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、総括で説明をいたします。２款繰入金につきましては、一般会計より６４０万円を繰入れい

たしまして増額補正をいたします。以上説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで各会計補正予算の説明が終わりました。お諮りします。議案調査のため、明日６月２４

日を休会としたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

異議なしと認めます。従って、明日６月２４日を休会とすることに決定しました。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。どうもご苦労様でし

た。 

 

散会 午後 ３時３４分 
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平成２７年第５回清里町議会定例会会議録（６月２５日 ２日目） 

 

平成２７年第５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  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇 

   

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  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇 

     

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 

           副 町 長   宇 野  充 

           総 務 課 長   澤 本 正 弘 

           総 務 課 参 与      本 松 昭 仁 

   町 民 課 長   河 合 雄 司 

           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 
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                     教 育 長   岸 本 幸 雄 

           生 涯 教 育 課 長   伊 藤 浩 幸 

           監査委員事務局長   小 貫 信 宏 

           農業委員会事務局長   二 瓶 正 規 

           選挙管理委員会事務局長   澤 本 正 弘 

 

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。 

   議案第３２号～３４号 

  意見案第３号  道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態

に応じた高校づくりの実現を求める意見書について 

  意見案第４号  ２０１６年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書

について 

  意見案第５号  地方財政の充実・強化を求める意見書について 

  意見案第６号  憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法

「改正」反対を求める意見書について 

  意見案第７号  平成２７年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

  意見案第８号  所得税法第５６条の廃止を求める意見書について 

  発議第 ３号  各常任委員会議会閉会中の継続調査について 

  発議第 ４号  議員の派遣について 
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                                                         開会 午前９時３０分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただいまの出席議員数は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（田中誠君） 

 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１２５条の規定により、議長において１番 伊藤忠之君、２番 

堀川哲男君を指名いたします。 

 

   ●日程第２ 一括議題  議案第３２号～議案第３４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２ 一括議題となっております、議案第３２号から議案第３４号までの各会計補正予算

について、質疑を行います。 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑の進め方について、事務局長に説明させます。事務局長。 

 

○事務局長（小貫信宏君） 

 補正予算審査は、一般会計・特別会計の補正予算、歳入歳出、総括質疑を行います。進め方に

つきましては、配付しております資料のとおり、一般会計の歳入は款ごと、歳出は款の目ごとで

行います。また質疑は、歳出、歳入の順番で行います。基本的に各款ごとに説明委員の呼び出し

を行います。なお、消防費につきましては、休憩中に審査を行います。特別会計につきましては、

歳入・歳出ごとに審査を行いますが、順番は一般会計と同様に歳出、歳入の順番で行います。ご

協力お願い申し上げます。総括質疑につきましては、各会計全般にわたって行います。以上で進

め方の説明についての説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑の進め方について、説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 議案第３３号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第１号）について、質疑を行います。 

 一般会計歳出から質疑を開始します。 

 説明員交代のため、暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 



 50 

 １款議会費、１項議会費、１目議会費、２款議会費、４ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費、４ページ。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、４ページ～５ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、２項総務管理費、４目広報費、５ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、２項総務管理費、１３目職員福利厚生費、５ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、２項総務管理費、１４目総合庁舎管理費、５ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、２項総務管理費、１５目行政情報システム管理費、６ページ。質疑はありません

か。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで、説明員交代のため暫時休憩します。          

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて質疑に入ります。 

 ２款総務費、３項開発促進費、１目企画振興費、６ページ。質疑はありませんか。 

 前中議員。 

 

○４番（前中康男君） 

 交流活動施設整備事業費、地中熱応答試験業務委託料という形で挙げられておりますけども、

実質今年度中に事業展開が行われるわけでございますけども、具体的にどのくらいの本数等々た
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ぶん細目あると思うんですけども、これをタイムスケジュール的には年度内と言いますか、雪が

降る前に終えるものなのか、そこら辺、タイムスケジュールが分かるのであれば、御説明願いた

いと思います。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 この地中熱熱応答試験業務委託でございますけども、この業務委託につきましては、交流活動

施設に係る熱源、暖房冷房等に要します関係の事前の試験委託料でございまして、中身につきま

してはポリエチレン製のチューブ、２５ミリ程度のものでございますけども、それを１００メー

トルほど入れまして、その熱量を調べるものでございます。７２時間そこで調査するものであり

まして、温水を入れて、戻りの温度がどれぐらいの熱量があるかを調べるものでございます。そ

れに応じて実際に、暖房冷房に使われるチューブの本数ですとか、能力ですとか、どれぐらい必

要かというものを調査するということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

時期につきましては、当然雪の降るまでに、この応答試験の方は終了すると捉えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、前中君。 

 

○４番（前中康男君） 

今やはりマスコミでも再生エネルギーの関係上、エネルギーを取り出すって言いますか、太陽

光から風力、そして今は地熱。そういう時代の流れと言いますか、国自体の施策が、かなりエネ

ルギーに対して揺れ動いている。当町もそういう中で、町長が就任した当初は、ソーラーエネル

ギーという部分で、あの時はかなり優位性があったわけですけども、ここにきて急転直下、太陽

光の再生エネルギーの見直しが進んできているという中で、今回、この旧レストハウスの取り組

みに対して、地熱を活用するという部分では、時代の中でエネルギーの代替ということではタイ

ムリーな話ではありますけども、これも行政の中で地中熱を利用した公共施設等々があるとは聞

いていますけども、現状の中ではどのくらいあるのか、管内的に当町が初めての取り組みなのか。

その辺、解れば御説明願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。総務課参与。 

 

○総務課参与（本松昭仁君） 

 御案内のとおり、地中熱の利用につきましては、まだそんなに歴史のあるものではございませ

ん。把握している分につきましては、近々では北見の温水プールがスタートしておりますけども、

これに地中熱が使われているという情報を得ておりますし、紋別にあります北見信金についても、

平成２６年の５月から地中熱を利用したシステムを導入しているというふうに伺っております。

どこの施設という明言ができませんけれども、ある施設の情報によりますと、今までから比べる

と、約４０％程度の削減がなされているという情報も得ておりますけども、これについては、概

数ということで捉えていただきたいというふうに思います。以上です。 
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○議長（田中誠君） 

 はい。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の関連する地中熱応答試験の問題なんですが、これについては２０年、３０年って結構古く

からの歴史をもっているようです。ただどうして普及しなかったかというのは、あくまでも莫大

な費用がかかり、全体の設備費の４割以上は試掘、穴を掘ることでかかるということで、普及し

てこないというのが現状だったようです。それで補助金制度ができ上がって、かなりの対応が出

来るっていうのが私の認識でありますけども、問題は説明ありましたように、４０％という数字

はものすごく条件が最大値。この４０％が現状として、可動している施設があるかというと、決

してそうでも無いと文献で勉強させていただいていますけども、平均的に良くて３０％という資

料がありました。その中で試掘をやるときは、地層が一番問題あるそうです。 

試掘した結果、これを導入しますっていう見解は、何％の時にやるんだと考えていらっしゃる

のかどうかをお聞きしたいのですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 河口議員の御質問でございますが、確かにこの技術的なものについては、２０年前からある程

度確立されているということで、私どももおさえております。ただご質問があったとおりイニシ

ャルコストが相当やっぱりかかってくるということで、今まで余り活用の実例が無かったことは

実例だというふうに考えてございます。 

今回私どもといたしましては、先程ありましたように再生可能エネルギーにつきましては、太

陽光、風力それから地熱等々いろんな再生可能エネルギーがございます。この中におきまして今

回イニシャルコスト確かにかかりますが、国の補助が相当拡充されて、いろんな補助が出てきて

おりますので、そのへんを活用しながらイニシャルコストを抑えつつ、そしてランニングコスト

も抑えられるような地熱を活用していきたいと考えてございます。  

それでどのぐらいの効果でやるのかということでございますが、これにつきましては、先ほど

本松参与からお話した通り、試験をやった状況の中で、最終的な判断せざるを得ないなというふ

うに思っております。今のところは一般的なことでいきますと相当効果があるというふうに私ど

もはおさえておりますので、この形の中で事業を推進していきたいと思います。そして本松参与

の方からお話があった近隣の状況でいきますと、先ほど４０％というようなお話でしたが、紋別

でいきますと、１年目で大体３割３０％ぐらい、最終的には４０％ぐらいになる目標を持って、

この地中熱の活用をしているという状況でございますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 
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○３番（河口高君） 

 今３０％はありますというお答えなんですが、間違いなくランニングコストは下がる。これは

いろんな資料を見てもあるんですが、もう一つは、イニシャルコストのかかる部分。前の予算で

約５千万円そして補助金が出ます。この補助金が出るから、イニシャルコストがあるからやると

いうことの考え方の中で、ここの設備、大きさ、レストハウスの本設計は確かに終わっています

けども、ここの建物の位置づけから言って、これだけの大きな財源をこの設備に使っていいのか

っていう考え方の中、補助金が出るから良いという考え方なのか、その辺をちょっとお聞かせい

ただきたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今の御質問でございますが、補助金が出るからということでなくて、やはりイニシャル・ラン

ニングコストのことも、いろいろ検討をさせていただいております。その中でいきますと一般的

なＦＦ式の暖房と地中熱を活用した分と、どのくらい年間的なランニングコストが違うかという

ある程度の試算はしております。それによりますと、年間大体３０万から４０万ぐらいの削減が

出来るのではないのかなというふうに、今のところおさえておりますので、単に施設整備にかか

る費用が、補助金があるからということでなく、それを活用しつつ、ランニングコストが軽減で

きるような施設にしていきたいという形で私どもは考えてございますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 わかりました。今比較の中で、石油化石燃料の冷暖っていう話を聞きましたけども、考えられ

ている地熱については、あくまでも２次側。２次側はエアコン設備ですね。エアコン設備と全く

同じものを、あくまでも１次側は空気じゃなくて、地熱を利用するっていう構造です。ですから

当然２次側の対応年数だとかについては、地中熱を利用したから長持ちするだとか、そういうこ

とはまず無いと思います。メンテナンス補修については同じ。あくまでも熱変換の１次側。これ

が地中熱でポリエチレンが５０年の対応年数ありますということは聞きました。この辺が費用全

体の４割もかかるよということなんで、イニシャルコストのために補助が出るんだろうと理解し

ておりますけども、その辺石油じゃなくて、計画されていると同じようにエアコンの方法のラン

ニングコストとの比較をもう一度十分にやっていただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、総務課長。 
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○総務課長（澤本正弘君） 

 ご質問のあったとおり、今回活用します地中熱の施設につきましては、暖房及び冷房等に活用

していきたいというふうに思ってございます。基本的にはイニシャルコスト、ランニングコスト

含めて比較した中で、今回地中熱の方を活用して、ある程度の結論は私どもとしては出しており

ますが、もう一度精査をしながら進んでいきたいというふうに考えてございますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他、ありませんか。はい、加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 もう一度お伺いをしたいんですが、年間光熱費で約３０万円削減がなされるとお伺いをしたわ

けですが、計画されています事業費が約５千万の実態の中における予算内訳補助金の割合あるい

はその後の過疎債の関係、実質町債の持ち出しは、どのぐらいになっていくのか。 

それともう１点は、維持費がかかるという環境の中で約３０万円年間削減できるであろう設備。

あるいは今回の交流施設における設備を地中熱でやった場合における維持費を年間どの程度にお

さえておられるのか、その部分を差し引いて３０万円年間削減できるという形になっているのか、

その辺ちょっと確認をしておきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 まずイニシャルコストの関係なんですが、私どもでおさえております補助事業等々については、

いろいろな省庁でいろいろな補助金等々がございます。その中におきまして２分の１の補助から、

最大３分の２の補助までがございます。例えば、３分の１が町の持ち出し負担分。ただし、これ

も過疎債等々活用が出来ると私どもは考えておりますんで、過疎債を活用した場合は、７０％交

付税等々で跳ね返りがございますので、一般財源としての持ち出しは、相当少なくなってくるの

かなというような試算を今のところはしております。 

それともう１点、ランニングコストにおける費用の関係でございますが、一般的な暖房器ＦＦ

等々でいきますと、想定されている施設の大きさで、大体年間２２０万ぐらいかかるだろうと。

それから地中熱を活用した場合の光熱費等でいくと約１８０万円ということで、先ほど御説明さ

せていただいた３０万から４０万ぐらいの削減が図られるんではないのかなというふうに、私ど

もは試算しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 そういう環境の中にあって３分の１を手出ししていきますと、７００、８００万ぐらい。それ
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にしても１０年以上は収支が合うまでにはかかるかなというふうに思うんで、その辺計画時にお

ける導入と実際の運用では効率が１００％ということは、なかなか無いのかなと。そうすると少

なくても７掛けであったり６掛けであったりすると、そこの部分の帳じりが合うまでって言いま

すかね、言葉は悪いですけども。果たしてこの施設に、そういう環境が本当に良いのかどうなの

か十分に検討をなされるべきだなというふうに私は思います。 

この地中熱の問題、再生エネルギーの単価設定や方向性が大きく変わろうとしている。先ほど

前中議員も言われていましたように、太陽光だけでなく形が大きく変わろうとしている中では、

今後重要な設備になっていくのかもしれませんが、そう踏まえた時に逆に、今回試験をしてみる

ことはいいんですが、これをこの施設に導入することが本当に良いのか。あるいは例えば学校で

すとか庁舎ですとか、そういうものに導入する方がむしろ良いのではないか。今回の交流施設に

ついて試験をすることは良いですけど、導入の段階においては、十分な協議と検討がなされるべ

きだと私は思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 まず１点目のご質問の関係でございますが、今回の施設については先ほどランニングコストの

お話をさせていただきましたが、今回イニシャルコストとランニングコストを両方合わせた中で

どのぐらいでしたら効果が出てくるのかということも、ある程度先の委員会でも少しご説明して

いるかと思います。１５年程度を目安として、ある程度効果が発現されるんではないかというふ

うに私どもは捉えております。 

それともう１つは再生エネルギーの関係でございますが、加藤議員のおっしゃるとおり、国の

方ではいろいろな再生エネルギーの検討を現在もやって進めているという状況におきまして、う

ちの地域として、どれか本当に特性のある地域の再生エネルギーを活用していくのかということ

も１つ大きな課題なのかなというふうに思っておりますし、今回地熱につきましては、ある程度、

一定の再生エネルギーとしての活用が出来るというような考えでございますので、御理解をいた

だきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。はい。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 再生エネルギーに関してなんですけども、環境省の方で太陽光パネルの廃棄が、２千４００ト

ン、２０３０年には２万８千トン。これは２０４０年になると７７万トンになるという試算が出

ております。そういった埋めてしまうゴミが、日本のゴミの約６％に上がるという数字が出てい

るわけですよ。そういった中で、当町も去年までは太陽光もやっておりましたけども、今回、旧

レストハウスということで、地中熱をやる段取りで進んでいるわけですけども、実は６月１２日

の委員会の中での説明の中で当初ＦＦだと３００万円以上かかると。地中熱で１１０万円程度だ

という説明だったんですよ。ところが今回発表があったのはＦＦだと２２０万、地中熱だと１８
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０万で、差額は３０万ぐらいだと。実際こうやってわずか短期間の間で数字が変わるのは、どう

も私は理解できないんですけども。地中熱をやることに対して私は反対ではないんですよ。最終

的にコストの問題もいろいろとありますから。それは良いんですけども、常にこうやって数字が

変わるというのが、ちょっと理解できないんですよね。今後もいろいろと調査をして、結果発表

なり、いろんな部分で数字が出てくるんだろうと思うんですけども、間違いの無い数字を常に委

員会の中で提出していただきたいというふうに私は思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 まず１点目の太陽光における先程の廃棄物の関係議員おっしゃるとおり、この間も新聞等々で、

今後大きな課題になってくるだろうということで、報じられてきております。ただし新聞報道に

よりますと、その太陽光パネルの中にも銅ですとかいろんな有効な資源があると。その辺も活用

しつつ、それ以外のものが今後の廃棄物として課題になってくるというような報道の記事だった

かなというふうに私は理解をしております。 

それで当町におきましても、太陽光等々も含めた中で、地域に合った再生可能エネルギーを循

環型社会ということで進めていくということで考えてございますし、当然これは国の政策でもご

ざいますけども、ＣＯ２削減ということも含めた中で、いろんな事業を検討していきたいなとい

うふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 

それと先ほどの数字的なものでございますが、私が説明した資料のものと先の委員会で出した

光熱費の関係の違いでございますが、先の委員会では、光熱費等々で２５０万円というような資

料を提出させていただいておりますが、これにつきましては上下水道ですとか電気料等全体的な

光熱水費と言うことで、御報告をさせていただいております。そして先にご説明したものにつき

ましては、ランニングコストとして運転費用ですとかメンテナンスですとか燃料ですとか、そう

いうものでご説明したということですので、数字的には若干ニュアンスは違うと思いますが、御

理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。よろしいですか。なければ次移ります。２款総務費、３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６ページから７ページ。 

 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ２款総務費、１０項地域振興費、１目地域振興対策費、７ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 総務費全般にわたり、質問もれはありませんか。河口 高君。 
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○３番（河口高君） 

 先程の花と緑と交流のまちづくり事業の中の高校生海外派遣事業費６０８万８千円ありますけ

ども、この事業費の中で高校生派遣っていう事業が馴染むのかなっていうのが、私の第一印象だ

ったものですから、お聞きしたいと思いまして。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 この高校生派遣研修事業につきましては、庭園のまちづくり事業費の中で町民海外派遣研修事

業と同じく、高校生派遣研修事業ということで組んでおります。この事業につきましては、当初

平成２年度から小中学生海外派遣研修事業ということでスタートした事業でございまして、その

後、小学生を取り止め、中高生を対象にということで事業が進んでいるところでございます。平

成２４年度から清里高校生を対象とした事業に転換を行い、この事業を進めているところでござ

いまして、当初からこの花緑事業で組んでいたということで、高校生についても庭園のまちづく

り事業費の花と緑と交流のまちづくり事業費の中の予算の中で組んでいるところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今私がちょっと疑問に思ったのが、この事業費は教育費の方で見ている方が自然なのかなとい

う感じを受けたもんですから、そういう質問をさせていただきましたけれども、この辺はどう考

えてらっしゃるのかを。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 この事業については、花と緑と交流のまちづくり事業ということで、交流の関係につきまして、

地域交流それから国際交流の関係につきましてもこの事業につきまして、予算のところで組んで

いるということで、海外派遣研修事業につきましても、交流事業の一環として、この事業の中で

組んでいるところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

無ければ次に進みます。ここで、説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、９ページでございます。ありませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無いようなので次に移ります。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、７ページ～８ページ。質疑はありません

か。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、３目福祉サービス事業費、８ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、４目老人福祉費、８ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、９ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目保育所費、９ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 民生費全般について、質問もれはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。ここで、説明員交代のため暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、１０ペ

ージ。質疑はありませんか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今回衛生費の方で、器具購入費ということで６３万４千円上がっているんですけど、４月２０

日に我が町のクリニックも新オープンいたしまして、５月１日にセレモニーを行ったわけですが、

当初説明の中で５月中旬には、入院病床１９床もなんとか運用していきたいという旨の発言があ

ったわけなんですけども、なかなか川湯の森病院の方も看護師さん等も手薄な状況であるという

話は聞いております。実際の段階でなかなか予定どおりには進まないのかなというふうな思いは

あるんですよ。そういった中において、だいたい目安としていつごろ入院病床が開始されるのか。
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それによって町民の安心感も変わってくると思うんですよ。先の恵尚会が撤退して、ちょうど２

カ月以上経ちますので、皆さん薬等も切れた状況になりながら、今の現実に至っているわけなん

ですけども、相当数の患者の方々が、薬をもらいに病院に通っていると思うんですよ。そういっ

た中で入院病床がいつの段階で正式に決まっていくのか。もし分かれば説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 清里クリニックの病床の開始につきまして、斉藤先生より５月半ばに運用を開始したいという

ふうに当初お話がございました。しかしながら、看護スタッフの補充等が希望どおりには進んで

おりませんで、現在に至っているところです。６月に入りまして、何とか７月にはスタートした

いんだという話は伺っておりましたが、その後正式な話はまだ伺っておりません。それでこうい

った運営に関わることにつきましては、毎月、定例で事務方の板本本部長と町長、もちろん保健

福祉課長も入りますが、定例の打ち合わせは持ちましょうと。そういったところで情報交換をし

ながらということで、お話をしております。今回６月については毎月、月の下旬を目途に開催を

しましょうということで合意がされていまして、６月につきましては、議会があるということで

開催は難しいということで、７月１日に定例の会合を持ちましょうということでお約束してござ

いますので、そこで看護スタッフの充足それから開院に向けての段取り等確認をしてまいりたい

と思っております。 

また病床開始等になれば、それなりに町民の皆さんへの御案内ということも清里クリニックの

方からしていただけるように要望をしてまいりたいと思っております。現在のところそういう状

況になってございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 実際なかなか難しいと思うんですよ。看護師さんの補充等も常に考えながらやらなければ、入

院病床１９床は口で言うと簡単なんですけど、実際現場は大変なことだと思うんです。 

それと春、３月予算の時だと思うんですけども、クリニックの常勤の話もさせていただいたん

ですけども、斉藤医師に関しては、６月の予定表を見ますと１１日程度が出勤になっております

けども、常勤医っていうのは、週３２時間という決まり事がありまして、それに対してちゃんと

やってくれているだろうというふうに私は思うんですけども。院長、副院長、その他に出張医も

数多く来られると思うんですけども、町民の方がやっぱり安心して通えるというのは常に同じ先

生がそこにいるというのが大前提ではないかなというふうに思うんですよ。そういうこと考えま

すと、やはり院長、副院長に常勤していただけるように、今後もこういった定例の中で、福祉課

長もその会議に出るわけですから、そういったところも常に話をされながら進めていただければ

なというふうに思います。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 常勤医の定義につきまして３２時間というのは、たしか老健における常勤医の定義ではなかっ

たかなというふうに考えておりますが、医師のやりくりというのも現状かなり大変な思いの中や

っていただいているというところで町民の皆さんへの不安を軽減というようなこともあわせて、

清里クリニックの方では、新聞折り込みのチラシの中で医師の勤務日等も明らかにしながらとい

うことでやっていただいています。もちろん池下議員おっしゃるようにお医者さんが固定をする

ことがもちろん望ましいですけども、頻繁に変わるのではなく、一定程度のスケジュールの中で

やっていただいているということで、さらに安定した医療の提供をしていただくのはもちろんで

すが、そういった努力をされているということで、御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。あとありませんか。無ければ次に移ります。４款衛生費、２項清掃費、１目清掃事業費

ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 衛生費全般にわたり、質問もれはありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、１０ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、１１ページ。質疑はありませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 農業振興事業費補助、１千７５０万について、ちょっと質問したいと思います。過去より補助

を出してきているわけなんですけど、前にも一度言ったことがあると思いますけど、補助メニュ

ーがここ何年かずっと変わってないんですよね。農協側とよく中身を話し合いされているのかど

うなのか。そこら辺のところについて町長の政策予算ということで、当初の骨格予算が決まった
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後に、そういう話し合いが持たれて、こういう予算付けとなったかどうか伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問の関係でございますが、農業振興事業費の補助の関係でございます。この関

係につきましては、２６年度に農業振興計画の方の見直しをかけて、その政策に基づいて計画を

進めているところでございますが、この関係につきまして、多面的という新たな事業の中で、全

町的な範囲の中で事業展開と言うことが出てまいりましたので、それらの事業の中のやりくりと

いう部分も含めまして、再度細かい部分については、関係機関と協議をしながら進めていきたい

というふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今の課長答弁は、取り進めていきたいっていうことで、これ協議されたということでは無いの。

そういうことで解釈していいのかな。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 現在農協との協議の中で振興事業費につきましては、確定をした段階でございますが、先ほど

言いました、多面的な振りかえの部分で協議を今後進めていきたいということで、振興事業費に

つきましては、今後見直しの可能性が出てくるということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 見直しをかけていくような要素もあるということなんですけど、ちょっと言いたいのは、農業

も刻々と情勢が変わって、技術等の革新的な技術の導入もあるんですよね。そういうことも含め

て、農協側と補助を出していくっていうことであれば、そういうことを取り進めていただきたい

なとそのように思う。今、トラクターもＧＰＳを使って自動で操縦するような新しい技術もあり

ます。面積が大型化すれば、そういうものも将来的には導入するような形となっていくのかなと

感じている次第です。それも含めてそういう新技術は、つぶさに情報を耳に入れて、向こう側か

ら何もなければ、こちらからも投げかけていくような形で、新しい技術革新も取り進めていける

ような形をとっていただきたいなと思うんですけど、そこら辺について。 



 62 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今のご質問でございますが、議員御指摘のとおり色々協議をしながら進めているところで

ございますが、新たな事業展開も必要になってくるという部分があります。ただお互いに協議を

する中で、今のところまだ見えてない部分も若干あったという部分で、従前の形での予算措置と

いう部分も確かにございます。それらの部分踏まえまして、いろいろ中身の見直しと事業を推進

する中で検討していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 他ありませんか。はい。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 この農業振興補助というのは、これ１千７５０万。毎年似たような金額で出ているんですけど

も、その他にも例えば、農協の下部組織の女性部だとか何々部だとかいろんな支援をしているわ

けですよ。こういった農業振興補助ということで１千７５０万出したのであれば、そういった下

部組織例えば農協だけじゃなくて、いろんな団体があるわけですよ。こういうふうに何重にもな

って補助金を出すっていうのは、ちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思うんですけど

も、その辺はどうですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問の部分は、農協青年部なり女性部に対する補助の関係ということでよろしい

でしょうか。この分については、農業振興補助とはまた別な部分で、農政事務の中で予算措置を

していただいているところです。これについては団体補助という形で、農協に農業の関係団体で

予算措置ということで出ておりますが、商工青年部、女性部これらにつきましても、商工会補助

の中で、一括で商工会に対する補助の中で対応させていただいている部分もございます。農業の

関係だけ特に青年部・女性部に補助しているってことではございませんので、ご理解をいただき

たいというふうに。 

 

○議長（田中誠君） 

 今、農業振興費ということなんで、そっちの方で関連して、質問をお願いしたいと思います。

他に。 

 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 
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 ５款農林水産業費、１項農業費、３目畜産業費、１２ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、５目道営整備事業費、１２ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費、１２ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 農林水産業費全般にわたり、質問もれはございませんか。 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 農業振興費の中ですけども、ちょっと視点が違うかもしれませんけども、農業担い手事業とい

う形で行政の中で実施されているわけでございますけど、昨今例えば農家の中でも、奥さん方が

女性部だとかフレッシュだとか色々あるんですけども、女性が同じ農業に参画しながら、新しい

農業の中で、同じ担い手意識を持って活動されている事例が全道的に展開されています。地元で

育った女性ばかりじゃなく、道内外いろんなところからも農業の中に嫁がれて、いろんな場面で

大変活躍されている実態もありますし、私自身も農業主導者という中で、そういう農業女性の活

躍の場が、その町の行政の中のエネルギーと言うんですか、原動力になって、活躍されているも

のを散見するということがあります。 

やはり当町も、今まで以上な取り組みの中で女性の活躍の場、あるいはそういう見識を高める

研修会等々の形を、先ほども農業青年部だとか女性部がありますけど、そういう若いお母さん方

たちの新しい考えが、今後の当町が抱える交流人口の中の１つになる。あるいはおそらくグリー

ンツーリズムという形にも波及効果が出る。インセンティブな形として、そういう組織活動に対

しての財政的な何らかの方策を考えたらどうなのかなというものを、私自身思っているところで

あります。もしその辺について、原課の中でどういうものを考えておられるのか、また現にどう

いう方向性をもって、そういう人たちを行政として捉えていくのか答弁できればお願いしたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問でございますが、農業の担い手の育成ということでございます。現在うちの

方で農業の担い手の部分では、農業委員会費の中で提示をしてございますが、担い手協議会の負

担金ということで、これは主に後継者、農業青年の部分花嫁対策部分での協議会に対する負担と

いうことで実施をしてございます。 
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それで御質問の女性活動の中での助成の関係につきましては、現実のところ行なっていないの

が実態でございます。これらの関係につきましては、農業の振興計画の中でも、新たな取り組み

の中で、今後検討していけなければならないということで、理解はしてございます。 

今、３町の中で、女性協議会なるものが発足してきているということもお伺いをしてございま

すが、まだ具体的にそのへんの組織づくり、完全にでき上がってないという部分ございます。た

だある程度の動きでは、事業実施はされているということでお聞きをしておりますので、今後そ

ういう活動に対する助成の関係につきましては、３町の中でも協議をしながら取り組みをしてい

くというような形で考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 ３町の広域の中の取り組みとして活動しているんだという話がありまして、それを聞いて、や

はり広域行政の中の連携は取らなければならないのかな。同じように３町の中で、この畑作地帯

としての中における女性の活躍の場を、今まで以上にいろんな形で持って行く、そこに先ほども

述べましたけども、六次化の群れが出来るだとか、それがすべて経営の柱とはなりませんけども、

そういうような女性の力を最大限に活かしながらという時代の中の動きもありますんで、そこは

当町としても前向きに検討していただければなと思うところでございますけども、お願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今の御意見参考にさせていただきまして、３町とも協議しながら進めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ただいまの農業担い手のお話がありましたけども、農業青年の担い手を育てていくということ

も非常に大事なことだと思いますし、先ほど前中さんが言われたように女性の活動にも支援して

いくということも非常に大切だと思います。 

農業担い手支援ということで今回上がってきていますが、町内には農業者だけではなく商工の

若い人たちもおりますし、清楽園、老健にも若い方たちがたくさんいます。農業担い手支援とい

うことも大切ですけども、この４千３００人になった清里町のことを考えますと、清里町の若い

人たち全員を担い手と捉えて支援していくような形が望ましいかと思いますけども、その辺いか

がでしょうか。 
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○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今の御質問でございますが、現在農業の担い手ということで支援をさせていただいている

のは実態でございます。御指摘のとおり農業ばかりでなく、商店街等いろいろあろうかとござい

ます。これらの関係につきましては、農業費の中の分野ではなく商工、観光含めた中での事業と

いう形でございますので、これらにつきましては、関係機関ともいろいろ協議の中で新たな組織

づくりが必要であれば、その中で組織を検討していくという形で、関係機関とも十分協議をしな

がら進めていきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 町全体での担い手の関係でございます。ある町では社会福祉協議会でやったり、いろんな婚活

事業が展開されておりますけど、たまたまうちの町で目立つところであれば農業委員会による担

い手支援の活動が活発に行われているわけでございますが、今後総合戦略の中でも、担い手の関

係、町全体の担い手の関係も検討するようになってございますので、その辺の検討含めまして対

応していきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ただいま御答弁いただきましたけども、是非ともその点については、しっかりとやっていただ

きたいと思います。この頃若者が、非常に元気が出てきている。そういう感がありますので、そ

ういうような横のつながり、そのネットワークなんかも応援できるような形でその辺の支援をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。無ければ次に移ります。 

ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、１３ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 
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 ６款商工費、１項商工費、２目観光振興費、１３ページ。村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 観光振興費の１３ページでありますけれども、ここにさくらの滝トイレリースということで、

３４万ほど計上されています。これは２年前に一般質問等でも私も申し上げましたし、前中議員

からも東横に関わる道路についてのトイレについて質問があったと思いますけれども、ここにき

て、ようやく２年がかりで何とか設置していただくということでありますから、私も質問した一

人として喜ばしいと思っております。ＮＨＫ鶴瓶の番組でも放送されていましたし、観光地とし

て清里町の知名度もかなり上がったのではないかと思います。期間が６月から９月ぐらいまでの

４ヶ月間だと思いますんで、短期間でありますからこの議会で予算が通った時点で早急に前倒し

をしていただいて、対応していただきたいとお願いをしておきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのさくらの滝のトイレリースの関係でございますが、議員御指摘のとおり２年前から

いろいろ論議をいただいておりまして、今回トイレの措置関係につきましては、用地の問題等い

ろいろございまして、今日に至ったわけなんですが、今年用地の提供をいただいたということで、

これにつきまして駐車場等の整備、それと遊歩道の整備、これらも含めた中で全体的な計画を今

年度中に策定をいたしまして、次年度以降整備を図っていきたいというふうに考えてございます。

その間の一時的なトイレ設置ということで今回計上さしていただきますので、なるべく早い段階

での設置ということで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

あとはありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ６款商工費、１項商工費、３目オートキャンプ場費、１３ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 商工費全般にわたり、質問もれはございませんか。 

 堀川哲男君。 

○２番（堀川哲男君） 

 商工観光に関連するかと思いますけども、現在、ご当地グルメということで虹色うどんが発売

されまして、非常に売れ行きもいいようであっという間に、１千食、２千食ということで出てい

るようであります。今後ご当地グルメグランプリというのが７月に苫小牧でありますし、９月に

入るとオータムフェスタ。札幌で約１週間あるわけなんですけども、それらの支援というのはど

のようになっているかちょっとお伺いしたいんですけど。 
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○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問の関係でございますがこの関係につきましては、当初予算の中で、すでに計

上させていただいてはいるんですが、各種団体に対する旅費等の支給の関係で交流研修補助とい

うことで、鶴ヶ島の補助含めまして、新ご当地グルメの参加の部分、苫小牧の旅費関係ついても

ご当地グルメ４名と、ゆいまーる清里４名という形の中で４名分の旅費について計上させていた

だいております。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 なんかとんちんかんな質問になってしまったようで、申し訳ありませんでした。せっかくご当

地グルメということで盛り上がりを見せている虹色うどんですので、なんとかご当地グルメとし

て根付いていけるようにしっかりと応援、町全体そして町民皆で応援していけるような形で持っ

ていければいいなとそのように思います。加えてその中心になっている、ゆいまーるですとかそ

ういう若者グループに対しても支援を継続的に続けていただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 町の方としてもせっかくこう盛り上がっている団体でございます。これらの関係につきまして

は支援をしていきたいというふうに考えてございますので、今後とも、議員皆様の御協力もよろ

しくお願いしたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今ゆいまーるの団体の話が出たんですけど、発足当初よりまちづくり交付金という形で活動さ

れているのかなと思っています。そんな中、ゆいまーる自体、ゆるキャラの作成などあるいは各

場面の当町のイベントには必ずと言っていいほど参加されていたり、思い浮かぶのは斜里岳マラ

ソン大会の時の姿だとか、今年度に入った時にプールの中にきよっぴが泳いでいたというのは、

本当にびっくりしたんですけども。そういう中で、かなり当町においても認知度が高まっている

のかなと思っております。 

そういった中で行政としてもある程度、観光大使ではございませんけども観光に対するＰＲの
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１つの媒体としての位置づけとして、今後予算の中でどういう形が本当に望ましいのか検討する

時に来ているのではないかなと思います。これは団体の意向もありますから、簡単にこの場では

ご協議はできないかなと思いますけども、そこら辺お互い話し合いの中で、どういう形でこのゆ

いまーる自体を育てていくのかということを本町としてもやはり考える時期にきているんではな

いかなと思いますんで、その辺ちょっと一方的な話にはなりましたけども、重々ご検討いただけ

ればなというふうに私自身思っています。その辺答弁があればお願いしたいと思いますけども。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただいまの前中議員の御質問でございますが、先ほど副町長が答弁したとおり、今年は総合戦

略の中で、その若者づくりと人材づくりという１つの項目もございますので、その中でいろいろ

な形で検討させていただきたいなと思います。また前中議員のおっしゃったとおり、当町におき

まして、若者がだんだん盛り上がってきているという状況でございます。行政としましても、ど

のような形になろうか、今のところ具体策を持っておりませんけども、強力な支援対策等を検討

してまいりたいと思いますんで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他ありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 １３ページ。オートキャンプ場の関係なんですが、このオートキャンプ場が出来てからしばら

く経っていて、この利用率。年々に落ちてきているのかなと思うわけですが、今後維持管理をし

ていくために機械の導入をしていかないとならないわけですが、これらの活用実態に即した管理

体系、あるいは利用の方法の考え方というものを模索していかなければならない時期に来ている

ような気もするわけです。 

例えば道の駅やいろんな形の中で、キャンプ場そのものを利用する形が非常に変わってきてい

ると。そういう中で延々と維持経費だけは同じようにかかっていく。ある意味では、お試し住宅

の活用はできないとしても、ご案内としての活用だとか、いろんな政策の中で方向転換をしてい

かなければならない時期に来ているように思うわけですが、その辺について、このままの状態で

いくのか、いろんな対策や今後に向けて考えがあるのか。ちょっとお伺いをしておきたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問でございますが、オートキャンプ場。確かに年数もかなり経ってきておりま

す。維持管理の部分も大変苦労している部分もございますが、その施設の活用の関係について利
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用者数も激減ではないんですが、年々減少傾向にあるのは、実態として事実でございます。今後

その宿泊の関係、いろいろな部分での活用というのは考えられるのかなというふうに思うんです

が、なかなか実効性のあるものが見立てていないというのが実態でございます。 

これらの関係につきましては、議員からもお話ありましたように、お試しの部分で清里町の来

町の中で活用してもらうとか、そういう部分も検討の余地には入ってくるのかなというふうに思

います。この関係につきましては、関係課の方とも色々協議をしながらですね、進めていきたい

というふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 是非その検討をしていく中、実際にコテージのあり方、あるいはキャンプをする形のあり方が

あると思うんですが、コテージの内容の充実をして、逆に単価的にもいろいろ変えて方向性を変

えていくだとか、あるいは完全に全部を同じ条件で維持管理をしていかなければならないのかど

うなのか。その辺、具体的に１歩前へ進めていった方がいいのかなというふうに思っていますの

で、よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御意見踏まえまして、十分に検討させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、１４ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ７款土木費、３項住宅費、１目住宅管理費、１４ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ７款土木費、３項住宅費、２目住宅建設費、１４ページ。質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 土木費全般にわたり、質問もれはございませんか。 

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 住宅建設費の中で、今年度また１棟２棟公住が建つわけなんですけども、それに対する５千６

００万という金額が出ているんですけども、我が町は公営住宅がすごく状況が良いというか、町

民の皆さんも割と入りやすい状況にあるんですけども、分かればで良いんですけども、公住に入

っていて、他町村に仕事で通っている方の割合が分かるならば教えていただきたいと思うんです

が。 

 

○議長（田中誠君） 

 建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 お勤めになっている方の具体的な数字というのはおさえておりません。特公賃に関しましては

条件といたしまして、清里町に住所を有する方もしくは職場を有する方に入居時には入居いただ

いております。公営住宅の方に関しては、その縛りはありませんが、入居いただいた後でも、当

然職業が変わられる方もいらっしゃいますので、その辺具体的に入居されている方の中で、何軒

が町外で何軒が町内の職場かというのはおさえていません。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。無ければ、次に移ります。ここで説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（田中誠君） 

休憩時間中に、８款消防費について質疑を行います。 

 ８款消防費、１項消防費、１目消防費、１５ページ。質疑はありませんか。 

 

○５番（池下昇君） 

 消防についてお伺いしたいんですが、最近、救急の方が過大に業務が忙しいと思うんですが、

今年の春にクリニックの経営が変わりまして、共に生きる会の運営になったんですが、緊急の時

に、今までは確か斜里国保の方に指示を受けるようなシステムになっていたと思うんですが、そ

の辺は清里のクリニックとはどういった話し合いがあったのか。もしそういった話し合いが行わ

れているのであれば、お伺いしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 消防分署長。 
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○消防分署長（野呂田成人君） 

 池下議員の御質問にお答えします。以前は斜里国保さんの指示ということでありましたが、そ

れは特定医療の関係がございました。今は救急車が呼ばれましたら、消防の方の救急隊長の判断

を持ちまして、小清水日赤さんに行ったり、斜里国保さんに行ったり、網走の病院に行ったりと

いう形で実施しております。件数的なものでいきますと４月が１３件、５月が１４件、６月が３

件という形になっておりまして、これらにつきましては、救急隊長の判断を持ちまして、病院の

方に搬送しているような形となっております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 たしか一昨年だと思うんですが、江南のパーク場で急に倒れられて、救急が行った場合に息が

なかったという話の中で、どういった指示をあおいだら良いのかっていう話をちらっと聞いたん

ですけども、その時にやはり斜里国保に搬送するよりは、まず清里のクリニックに入れるってい

うのは１番近くて、応急処置的には一番良いのかなというふうに思うんですけども、いざという

時にまだ呼吸があるとか、そういったいろんな状況の中であちこち搬送するのは分かりますけれ

ども、どういうふうな体制をとっていくのか。今後その辺もし考えがありましたら、聞きたいな

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 分署長。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 ただいまの御質問で、パークゴルフ場での心肺停止状態というような形でございました。その

場合につきましては、以前の病院さんの方では対応がちょっと難しいよということでありました

ので、斜里国保及び小清水日赤さんどちらかということで搬送をしていくような形をとっており

ました。前回のその案件の時につきましては、斜里国保さんの方と連絡をとって行っていたとい

うような実態であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 それを踏まえて、今回新しくなったんで、うちの病院とそういう契約締結って言うんですか、

そういったことは、されているんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。分署長。 
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○消防分署長（野呂田成人君） 

 現在のところ清里のクリニックさんの方の医師の指示というものが１７時までの診療時間でご

ざいますので、それ以降のこともありまして、指示を受けられないような状態となっております。

先ほども入院病床の関係とかの御質問もあったと思いますが、今後保健福祉サイドの方ともお話

をしながら、救急体制が的確にできるように、今後実施していきたいなというふうに考えていま

すので、よろしくお願いします。はい。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 関連でお伺いしておきますが、診療時間内における場合については、清里クリニックに問い合

わせっていうか、その辺の体制っていうのは、確立されているというふうに理解していたんです

が、それ自体も無いってことですか。診療時間超えての場合については、医師一人体制の中では、

やむを得ないという環境がある。ただ基本的には救急隊が行った時点で、救急隊長の判断のもと

に、あるいは御家族本人の希望によって医療機関に走っていくっていうのが、ある程度あるんだ

ろうというふうに思います。それが無い場合における診療時間、クリニックの診療時間、清里ク

リニックの診療時間内には、清里クリニックに問い合わせをする、搬送するという形では無いの

か。その辺だけちょっと確認をしておきたいと思います。 

 

○消防分署長（野呂田成人君） 

 診療時間内の救急搬送については、今でも大丈夫ですけれども、例えば交通事故ですとか、そ

ういうような特定の部分になりますと、やはり救急隊長の判断で、隣町の病院等に搬送するとい

うのが、今の実情になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。なければ次移ります。ここで１１時２０分まで休憩といたします。 

休憩 午前11時0５分～ 

                               午前11時2０分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、１５ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、１項教育総務費、２目教育諸費、１５ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

無ければ次に移ります。 
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 ９款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費、１５ページです。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、１６ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ、次に移ります。 

 ９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、１６ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、３項中学校費、２目教育振興費、１６ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費、１６ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ、次に移ります。 

 ９款教育費、４項社会教育費、２目生涯教育費、１７ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、４項社会教育費、３目生涯学習総合センター費、１７ページ。質疑はありません

か。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、５項保健体育費、１目保健体育総務費、１８ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ９款教育費、５項保健体育費、５目学校給食センター費、１８ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

教育費全般にわたり、質問もれはございませんか。 

 勝又武司君。 
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○６番（勝又武司君） 

 １点だけお伺いします。教育の関係で中学校と小学校のこのタブレットコンピューターの導入

の関係について、執行方針の中にモデル事業として導入するというような形で載っているわけで

ございますが、ＩＣＴの活用ということで、今までもコンピューターは導入されているわけで、

このタブレットを入れることによって、どのような展開を想定されているのかなと。そこら辺に

ついてお伺いしたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま質問のタブレットの関係でございますけども、これにつきましては、清里小学校に１

０台、それから清里中学校の方に１０台ということで合わせて２０台整備を予定しているもので

ございます。 

このタブレット端末につきましては、時代環境の変化に対応しました教育環境を推進するもの

でありまして、今年度におきましては、主に特別支援学級の関係につきましてモデル的導入を考

えているところでございます。このタブレットの導入の効果といたしましては、例えば映像や音

声などを利用した調べ学習ですとかグループ学習への活用。従来の事業により多角的に学習が出

来ていることで児童生徒の興味を引くような授業展開が出来るのかなというふうに思っていると

ころであります。 

今回のモデル事業としまして、来年度以降さらなるＩＣＴ情報教育の整備につきまして、検討

を進めていきたいというふうに思っているところでございます。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。以上で、平成２７年度一般会計補正予算（第１号）歳出の質疑を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、平成２７年度一般会計補正予算（第１号）歳入の質疑を行います。 

 説明員交代のため、暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

 

○議長（田中誠君） 

 補正予算に関する説明書 ２ページ、９款地方交付税から７ページ、２０款寄附金までの質疑

を行います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ９款地方交付税、２ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 １３款国庫支出金、２ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 １４款道支出金、２ページから３ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 １７款繰越金、３ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 １８款諸収入、３ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 ２０款寄附金、３ページ。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 以上で、平成２７年度一般会計補正予算（第１号）歳入の質疑を終わります。 

 次に、議案第３３号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の質疑を

行います。 

 説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑に入ります。 

 はじめに歳出、１款総務費、２０ページについて質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 次に、歳入、２０ページ、３款国庫支出金から７款繰入金までの質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に議案第３４号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）の質疑を行いま

す。 

 説明員交代のため、暫時休憩いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を行います。 

 はじめに歳出、２款製造費、２２ページについて質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 次に、歳入、２２ページ、２款繰入金について質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

 ここで議事の都合上、午後1時まで休憩とします。 

休憩 午前11時3５分～ 

                               午後13時0０分 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を再開いたします。一括議題となっております。議案第３２号から議案第３

４号までの各会計補正予算について総括質疑を行います。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 それでは総括質問、２問ほど質問させていただきたいと思います。 

この度の統一地方選において、４４年ぶりの町長選を見事に勝ち抜き、２期目の町政運営とな

りました。櫛引町長には町民が大きく期待するところと思います。また、同じく町議選を勝ち抜

かれました議員各位には深く敬意を表するところでございます。 

平成２７年の町政執行方針並びに教育執行方針が提案され、町長の政策予算として３億８千５

００万円が計上され、総額４４億６３１万円の予算規模となったわけでございます。町長におか

れましては、町民の皆様の関心も高く、全道、全国にも注目を浴びた選挙区だけに万感たる思い

の中、平成２７年度の町政執行方針と捉えるところです。 

それでは１点目として、現在町が策定を取り進めている清里町まち、ひと、しごと創生総合戦

略について質問いたします。人口減少時代を迎え、国と地方のありさまが問われています。東京

１極集中がもたらした地方の人口衰退、国が強調する地方創生は、過去にも実施してきた数々の

地方再生事業や活性化事業と何ら変わらないわけで、私自身にとっても、何を今さら感が否めな

いわけであります。本計画期間は平成３１年までの５年で２５年後の推計期間とした人口推計と

目標人口を示す人口ビジョンの策定と本町の実情に即した計画として、総合戦略の２本立ての内

容で、１０月までに戦略を完成する予定と聞いているところであります。人口減少そして少子化

に歯止めをかける事業として捉える訳ですが、事業に対する考え方また人口推計に対する捉え方

について、町長の所見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今御質問をいただきました。総合戦略の関係について、お答えを申し上げたいというふう

に思います。前段にありましたように、今般４４年ぶりの選挙戦ということでありまして、多く

の報道が注目の選挙区と毎日のように報道がされたというようなこともありました。私どもとい

たしましても、全体として４４年という評価がどうしてもつきまとった選挙ではなかったかなと。

その中でも新しい風と改革と実績と評価。さらには行政の継続性。そういう中で、今般多くの町
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民の皆さんの審判をいただいたというふうに思っているわけでありまして、このことについては

私だけでなく、町議会議員全員も同じ立場で立派なまちづくりをするための付託を町民の皆さん

からいただいたということでありますから、同じ立場でまちづくりを一生懸命進めていかなけれ

ばならんというふうに思うところでございます。 

ただ今質問をいただきました、まち・ひと・しごと創生の関係でございます。一昨年、創生法

が制定されました。これに基づいて、国の基本的なビジョンと言いますか、考え方というのは、

人口が減少してきていると。これを何とか食いとめる方策をうたねばならん。そしてもう１つは、

東京に人口が集中をしていると。この集中している部分を何とか是正をしなければならんという

ようなことが背景にあるようであります。そのためには地方でそれぞれの雇用が生まれる、また

新たな対応が出てくると。その中には、子ども子育てのこともありますし、また俗に言われてお

ります民間のシンクタンクであります、地方創生本部、元総務大臣の主催の会であるわけですが、

そこでは衝撃的なレポートが出されました。消滅する自治体ということであります。この中身は

何かというと、２０歳から４０歳までの子どもさんが出生できる年代層がすべて東京に集中して

いる。要は地方にはそういう方々がどんどん落ちていて、結果としては、子どもの出生が落ちて

くるもんですから、どんどん人口が縮んでいくということでありまして、縮んでいく結果、最終

的には人口のない消滅する自治体だというような衝撃的なレポートが出されたわけです。またつ

いこの間出されたレポートでは、２０２５年問題であります。団塊の世代が東京に集中していま

すから、この団塊の世代が東京でどんどんどんどん位置を占めてくる。２５年経ちますと団塊の

世代の方は７５歳の後期高齢者になります。ということで、今までは支える側にいて、この日本

経済の戦後復興がなされたのは彼らの力だというふうに言っても過言でない年代が、そっくり見

守られる側に入ってくると。これでは東京がもたなくなるから、地方で何とかその部分をという

ような画期的なレポートが出されてきております。ある一面、地方へそういう人口をもっていっ

て平準化を図ってくと。そういう部分で議論としてのかみ合いというのはあるかもしれませんが、

考え方によっては、地方に高齢者を連れてきて面倒を見てもらうんだというようなことでありま

すから、果たして地方がそれだけの体力があるのかという部分で、大変なことになるんだろうと

いうふうに思っているところであります。いずれにしてもそういうような課題を抱えながらのま

ち・ひと・しごとの創生のビジョンであります。 

御指摘ありましたように、２つのビジョンの中の考え方があります。１つは、人口ビジョンを

どう捉えていくかということが１つになります。そしてもう１つはそれらを踏まえた上で、地方

では課題を克服するためにどういうことがやっていけるかと。これが俗に言う地方の総合戦略に

該当する部分というふうに言われておるところでもあります。町としても、国の方ではそのビジ

ョンの考え方はもう示されておりますし、またそれによって総合戦略の中に書き込まなければな

らないということも、もう既に国の方では示しております。その示したものを参酌しながら、町

村では計画をつくりなさいというのが大前提になっているわけでありますから、ある一面、国は

報道やなんかでは自由に町の発想の中でどんどん進めてくださいと書いてはあるんですが、実際

にはその項目に沿って、それを参酌して地方の計画をつくりなさいというふうになっているわけ

であります。それに基づく計画づくりをやっていかなければならない、そんなようなことで考え

ているところでもございます。ちなみにそういう部分を一つ一つ手掛けていきますと地方に仕事

をつくり安心して働けるようにする。これが１つの大きなパッケージであります。それともう１

つは地方への新しい人の流れをつくるこれが２つ目です。そしてもう１つは若い世代の結婚出産、
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子育ての希望を叶える施策をうたなきゃならん。これが３つ目です。そして４つ目には時代にあ

った地域をつくって、安心で暮らせる地域間連携を起こしていきなさい。この大きな４つがもと

もと国の総合戦略の基本とする政策パッケージの中に組み込まれているということでありますか

ら、これに基づくビジョンを参酌しながらつくっていくということになっていくんだろうという

ふうに思っております。 

そんなことがありまして、実はこの制度ができたのは先ほど言いましたように法律自体は、平

成２６年１１月２８日制定であります。その後早急に、この効果をというようなことで、地方創

生関係の補正予算として国が好循環の拡大に向けた緊急対策をうちました。これは直接的には考

えてみたら地方創生の仕事と関係したのかどうかは極めて判断が難しいところでありますが、ア

ベノミクスで進めていた経済の好循環が地方には回っていないという形の中で、何とか地方津々

浦々までいうような思いで、経済対策がうたれたという部分であります。おかげさんで清里町に

おいても地方創生の先行型の交付金をいただきましたし、また地域消費喚起型、生活支援型とい

うようなことでプレミアム付の商品券をそれによって発行させていただいたということでありま

すから、ある一定の効果は地方にも現れたというふうには思っておりますけども、基本路線はこ

れが地方創生の仕事ではないというふうに我々は理解をしております。これから本格的に総合戦

略を立てて、その中で先ほどビジョンと示している政策パッケージ４つをどう地域で政策づけを

やっていくか。これが総合戦略の最も中心となるところだという思いでいるわけであります。こ

れもまた非常に時間的な難しさがありまして、１０月の末までに策定をしてほしいというのは、

国の考え方であります。これに先ほど言ったそれぞれの政策項目をすべて網羅していくというこ

とになると、極めてタイトなスケジュールになってくるだろうというふうに思っております。国

の方では１０月を目途にやっていった場合においては、それぞれ交付金の上乗せをするかとかし

ないかとか、そういうような誘導策があるようではありますけれども、現状として考えた時に、

それらを町民の皆さんとともに策定をしていくと言うことになれば、それ相当なる時間も必要だ

し、慎重にやっぱりそういう計画は取り進めていかなければ、特に清里の場合は、第５次の総合

計画の中間に見直しとも、ちょうど一致しておりますし、また総務省が出してきました公共施設

の整備管理計画の策定も今年にぶつかってきております。それからもう１つは、平成２６年度で

決めましたけども、清里町の行財政改革大綱についても２７年度中にその方向性を示していかな

ければならん。こういう作業が目白押しの状況の中で、基本はやはり１０月末というのはあるの

かもしれませんけれども、単にそれだけではないということを踏まえながら、それを１つの目安

とはしますけれども、しっかりと慎重に対応が出来ていける計画作りをしていきたいというよう

な考え方でおりますので、それについてもご理解をいただければというふうに思っている次第で

もあります。 

なお人口ビジョンの関係については、既に町の方は外注をかけてございます。推計をどういう

ふうにしていくかという一つのルールがあるもんですから。そのルールをしっかりと理解したと

ころでやっていただけなければ、それがベースになって、今後のいろんな対応が出てくるという

こともありますんで、外注を見ながら、今後具体的な委員会の中で、それに向けた対応を検討し

ていくというような流れで進めていければというふうに思う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います。 

以上であります。 
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○議長（田中誠君） 

 はい。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 もうすでに段取りは進んでいることだと思いますが、本質になるのは、この戦略に対する町の

考え方、計画、ここら辺をきちっと重視していくんだという意見があったわけであります。先の

常任委員会６月の１２日開催されました委員会に策定の方針案部分が示されたわけでございます。

第５次の総合計画の中間年にあたり、執行方針の中でも、再点検を加え、見直しを行うとありま

すが、総合戦略と被るわけで、それをどのようにローリングして反映させていくのかということ

の部分について、もう既に取り進めはしているんではないかなと思っています。そのことも含め

てお聞きしたいのと、また策定の準備の中に推進委員の関係についても常任委員会では説明され

ましたけど、住民の意見は十分に反映されていくことなのかどうなのか。外注して恐らくコンサ

ルト会社に人口のビジョンの関係については依頼されているってことですけど、ただちょっと僕

が心配するのは、恐らくうちの町に限らず人口推計なんていうのは、意外にかなり過去に推計を

出してもらったような部分があった訳で、おそらく相当予定を覆すような形で人口減少が先に進

んでいるような感じもします。そのことを含めて、計画そのものをコンサルに依頼するような形

ではないみたいなんですけど、いろんな書物が出版されている部分で、やはりコンサルタントに

依頼することによって、どこもありきたりな計画に一律なっていくんじゃないかって言うことも

懸念するようなことも書かれております。そのことも含めて町長のわかる範囲でお答え願えれば

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 総合戦略の具体的な展開の関係でありますけども、策定に当たっては、これも国の方で一定の

基準が示されて、こういうスタイルの委員会を設けなさいというふうな指示が来ております。そ

の中では産業界、それから行政、教育関係、金融関係、労働関係こういう方々を委員会の中に入

れて、広範な意見を聞くようにということになっていますし、またあわせて子育てや移住に関係

するような組織の方々もメンバーの構成員となって、全体を網羅するような委員会として機能さ

せなさいというような国の方から既に指示が来ておりますので、清里町においてもそういう形の

中で委員会構成を考えていきたいというふうに思っておりますし、そのほかにやっぱり環境関係

の開発局だとか総合振興局だとか、北海道。そういう方々のアドバイスを受けていかなければな

らないというふうにも思っておりますので、それから特に学の関係でいけば、この地域には東京

農大の網走キャンパスがございますから、そこの意見もお聞きをしながら進めていく。こんな体

制が取れていけばなというふうに思っております。 

その中で具体的に人口減少に対する対応についてはどうするのかとか、また移住定住の課題は

どうするか。子ども子育てについてもどうしていくんだと個別のそれぞれの対応と政策を考えて

いかなきゃならないんだというふうに思っているところでございます。 

そこでできた草案をベースにしながら、広く町民の皆さんの意見も聞いていかなきゃならない。
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そういう一定の時間をかけながら、パブリックコメントなりで、町民の皆さんの意見を吸い上げ

ていき、それを計画の中に反映できるかというようなことも考えながら、全体としてみんなが納

得した上での計画としてスタートが出来るようにしていきたいというふうに考えております。 

ですから、それらの手順を踏まえていくと今の段階から１０月の末までで、それがやり切れる

かどうかと極めて難しいところがあるのかなと。表の形としては、国から言われておりますよう

に、１０月の下旬を１つの目途にしなさいということでありますから、一つの目途にはいたしま

すけれども、実質、そこら辺は慎重にやっていかなきゃならない。時間に追われて進めてしまっ

たということの無いように進めていければと言うことでありますので、ご理解をいただければと

いうふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今、交付金の上乗せの関係があるから、１０月を目途にというようにも聞いている部分なんで

すけど、ただコンサルに頼んでいるというような部分も含めて、コンサルタントがどれだけ親身

になって、町のことに対して分析した形の中での人口推計というものを出してくるのかわからな

いんですけど、余りにも国のいわば判断って言うか、希望的観測数値って言うか、そういうもの

だけを目指した時に、ことごとくそれが計画予定を外れてしまうとなることをすごく懸念するよ

うな部分です。それと同時に２７年度１０月までという新型の交付税の創設の関係についても、

おそらく町側として、それがどんな予算内容になってくんだということは、まだ捉えていない部

分じゃないかなと思うんです。来年の１月というような話もしましたけど、町民の意識喚起とか

そういうものも含めて、１０月に慌てたような形で進めていくことが、果たして良いことなのか。

僕は清里の将来を決める大事な計画じゃないかなと思うんですよね。そのことを含めて町長どう

いうふうに今後考えているかお尋ねしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 この総合戦略のスケジュールと交付金との関係が、１０月の末までに策定した部分については、

それが対象事業であれば上乗せ措置をしても良いんですよと言うのが、１０月末までに出来た分

については、規定の部分プラス金額と言っていいのかどうかわかりませんけど、１千万円ぐらい

ですと言うことです。それから年度内に策定していくようになれば、それも３千万程度は上乗せ

措置をかけても良いんですと言うそれだけなんです。今回１０月までに作れ、いつまでにやれと

言っているのは、そういう目先の分で、きちんとした対象項目ができて、合意が形成されていれ

ば、それはそれで対象を上乗せしますよと言ってくれているわけですから、こんなありがたいこ

とはないなと思いますが、その上乗せだけを目的にでき上がってもいない、合意もされていない

計画を出来たような形で申請するのもいかがなものかなというふうに思っておりますので、先ほ

ど来申し上げておりますように１つの目安としては１０月の末と、これに間に合えば良いのかも
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しれませんけども、その１千万の交付金、タイプ２と言われている部分ですが、それ欲しさに、

計画だけ提出してしまうということは我々としては考えて行きたくないというふうに思っており

ます。ここらへんは慎重に繋いでいけばいいかなというような思いであります。 

また全体の計画を含めて、その新型交付税の見方というのも、実際に話としては、出てきてお

ります。ですから、その計画が今年度中に策定されないと基本的に新しいスタイルでの交付金の

交付税の計算が国自体もできないということになってまいりますから、すべての町村は今年度中

にはつくりなさいという指示です。ですから我が町としても、それに間に合うように総合戦略は

立てていきますが、現実どこの部分でどういうふうに交付税として跳ね返すのかというのは、全

く今のところ検討がついていないというのも事実でありますんで、計画の中身によって、今まで

交付された交付金がいきなり何億も減ったり、何億も増えたりということはあり得ない。もとも

との地方交付税の性格というのは、そういう性格でありませんから。地方の行政が殊に均衡ある

経済発展と地域の人方の幸せ向上のために必要とされる交付税を、今の仕組みでは税が中央に集

まる体制になっているわけですから。それを地方にも交付するという性格でありますので、そう

いうことからいったらその計画の良し悪しで変わるということは、私は考えておりませんけれど

も、ただ新しい新型交付税の中でそれも加味しますというふうに言われていることも事実であり

ますんで、この辺もこれから十分に見極めていかなければならないことだというふうに思ってい

るところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 中々こう中身がよく見えないような部分があるわけで、その部分について取り組んでいくって

いうのも大変なことだと思います。推進委員会を設置されるわけなんですけど、これは今、町長

も述べられましたように、産行教学金労の幅広い形での人に参画してもらった形で設置されるわ

けです。その中でこの先ほど総合計画とのリンクっていうか、ローリングっていう部分も、この

策定委員っていうのは、委員会の中では臨時に入ってもらうみたいなことを言われたんですけど、

これ兼務されるということではないのかな。何て言うか計画相互の整合性とかそういう部分含め

て、どちらかと言えば、そういう部分での兼務もあった方が意外に仕事的にはスムーズにいくの

かなと感じる次第ですけど、そこら辺についてお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 総合戦略については、たまたま清里町が第５次総合計画の中間見直しで進めていく、そのタイ

ミングとちょうど一致したと言うことがありますんで、清里町の総合計画については、従来から

総合開発審議会という審議会があります。これは町の重要な計画を策定する場合に町長が諮問し

答申をいただくと。それを町民のパブリックコメントを経て、最終的に町の計画として策定をす

るという手順があります。 
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その総合開発審議会には１５名の規定の委員さんがおります。それとまた計画が出た時にそれ

ぞれ従来であれば、臨時委員さんをお願いして、全体で４５名なり３０名なりという、その時々

の状況で策定を行ってきているということであります。基本的に今回の総合戦略の部分のその臨

時委員さんの部分と兼ねた中でやっていくのが、最もベターではないだろうかと。別々な計画を

立てるんですが、連動性がかなり強いということで、今の段階、臨時委員さんの中と重複するよ

うな形で持っていければ、最もスムーズに計画がまとまっていくんではないかなというようなこ

とで考えている次第でもございます。 

従来中間見直しの時には、総合開発審議会の委員会だけでやってきたというのが、事実なんで

す。中間見直しの時は臨時委員さんを入れないでやってきていますが、今回の場合は、ちょっと

ものが違いますんで、中間ではありますけども、臨時委員さんを今申し上げました関係機関団体

の方々にも入っていただいた中で総合計画もやりますし、この総合戦略も策定に入っていくとい

うようなスタイルで設けていきたいというふうに考えているところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 総合計画の部分とのローリングっていう部分では、臨時委員に入ってもらうっていう形の中で

そのことは理解いたしました。 

もう１点なんですけども、住民の意見を幅広く取り入れるということで、もう既に動きを活発

にしているところについては、住民の懇談会等開催される予定のところもあるみたいです。ただ

うちの対応として、そのことについてどういうふうにしていくっていう部分がまだ示されてない

わけですが、何て言うか、決してこの査定のために、住民じゃなく国の方を向いて改革を策定し

ていくっていうことだけは決して進めてもらいたくないなと思う部分と、私が思うには、地域の

創生っていうのは、住民がきちっと主体を持って計画の作成に関わっていかない限り、なかなか

難しいんじゃないかなって思うんですよね。その中で、当初述べられましたレポート、そこら辺

に踊らされるようなことなく、やっぱり腰を据えて取り組んでいく必要性ってあるんでないかな

と思うんですけど、そこら辺について、町長の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 作成に関わるこれからの体制なわけでありますけども、委員会としては、総合開発審議会を中

心としながら、そこに臨時委員さんを求めて総合計画とあわせたリンクした中で、この計画策定

をしていきたいと言うことでございます。それで計画の最も基礎資料になる部分については、先

ほど来ありましたように人口ビジョンが必要になってまいりますから、これらの人口ビジョンと、

今、町民の皆さんが何を求めて、どういうふうにこの町を進めようとしているのか。これも必要

な判断材料になってまいりますんで、具体的な人口ビジョンの委託項目の中にも、合わせて住民

へのアンケート調査を１千人規模でやる予定をいたしております。まもなくそういう手続に入っ
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ていくというようなこともありますから、そういう部分を取り入れ、且つ委員さんのそれぞれの

ご意見をお聞かせいただき、またベースになるのは、国が出してきている総合戦略の４つの計画

がありますから、ここを参酌しながら、その範疇の中でどういうことが謳っていけるのかという

のを戦略の中で示していき、まちづくりとなれば総合計画でありますから、戦略がそっくり入っ

てはきますけど、さらに全体として、わが町がどういう方向でどういう形で進んでいくんだとい

うのは、総合計画の中で表していかなければならないというふうに思っております。逆に言えば、

うちの町の総合計画が上にあって、その中のそれぞれの施策項目として、この戦略ビジョンが入

ってくるんではなかろうかというような思いをいたしております。町の方でも過疎債だとかそう

いう起債を借りる時には、過疎計画法に基づいて過疎計画を樹立していまして、その項目にない

やつは過疎債を借りられないことになっていますから。その項目に入っていれば過疎の支援を受

けられるということで何年かに１回入ってなかったから入れなきゃ、これ過疎の対象にならない

から計画変更の手続を行いますということで、議会で議決をしてもらって、計画変更手続をして

きたというような事例もある。要はそのベースが今回やるものと、ほぼ考え方は同じなんだとい

うふうに思っております。過疎法の清里町過疎計画の中には、総合計画でいう具体論の各項目施

策は全部入っております。どれにでも対応できるような仕組みをつくっておくと。要はその項目

の中に入っているやつについては、補助申請をした時には、採択順位が上がるということですか

ら。今回の計画についてもそこら辺のことも踏まえながら、計画は進めていく必要があるんだろ

うなと。それが結果的には交付金につながってくるという部分での対応と理解をしているところ

でありますので、御理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 なんて言うか、飴と鞭みたいな感じの捉え方をしてしまうような部分があるわけなんですけど

も、この人口の減少とか少子化対策。これ昔から言われてきたことで、今さらそれをどうだって

言うような部分でなければ、当然人口の減少なんていうのは、どんなコンサルタントが鉛筆を舐

めって書いたとしても、うちの町でとんでもなく増えるようなことは書けっこないと思うんです

よね。そんなことも含めて、この少子化対策だって、恐らくこれを食いとめる歯止めとなるよう

な特効薬は、僕はないと思うんですよね。そうやって考えると確かに減っていく中においても、

うちの町がどういうふうに維持していけるんだというものが描けれないと、今回良いきっかけだ

と思うんですよね。このことをきっかけに、そういう将来ビジョンとして、町民に対しても示し

ていくと。まして町民も一緒になって同じ危機感を持って、そのことを論じていくっていうこと

が、僕は大事でないかなと思うんですよね。これ最後にしたいと思いますけど、今回の地方が頑

張ったことについて評価される施策というのは、努力はちゃんと報われるということで良いと思

うんですよね。でも僕は、頑張ってないところは無いと思うんですよね。みんな頑張っているん

だわ。そういう形の中で、より地域間に格差を生んでいくような要素を十分に孕んでいると思う

んですよね。これは国に向かって言いなさいっていう部分だと思いますけれど、ただそういう部

分で、まちの将来を大きく描いていくっていう重要な計画の作成でございますから、町長をリー

ダーにして、当然議会もそうですけど十分に住民との論議が活発に交わされた形の中で、今回の
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この計画が作成されることをご期待申し上げまして、終わりたいと思います。何かありましたら。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今回の総合戦略、まち・ひと・しごとの創生ということで、国が何と言っても人口減少対策を

何とかしなきゃならん。２０６０年でも、１億人の人口を維持するためには、何をしたらいいん

だという国の方としてのなりふり構わぬって言うんですか、ちょっとおかしな表現ですけども。

そういう中で生まれてきた今回の創生事業でないかというふうに思っております。基本は、それ

はそれで大事なことでありますけども、やはり我が町の将来をどう考えていくんだと。これが原

点になるんだろうというふうに思っておりますから、今回ちょうどタイミングが総合計画とあっ

ておりますので、その総合計画を目指す清里町の方向をまず確認した上で、それに対応する政策

をどう展開していくんだと。それがたまたまこの総合戦略の中の４つの項目に当てはまる部分に

ついては、そこをおさえながら計画策定をしていくと。該当しない部分については該当しないと

ころ、または該当するところは該当するところと、ある程度振り分けをしながらやっていかなけ

ればならないんだろうというふうに思っているところであります。 

それで議員の方からもありました、頑張っていない町村なんてどこにもないと私も思っていま

す。それ以上にやるところは一生懸命やってきていると思うんです、各町村とも国のやること自

体が今さら何だという思いで、さらにそれによって交付金に差をつける。これは全くナンセンス

な話だと。今またそれ以上に、本当に辛酸をなめる思いで努力をしてきたその努力はどういうふ

うに評価するんですかということは、全くこれにはないわけでありますから。国のそういう一つ

一つのことに一喜一憂していても、果たしてこの地域が良くなるのかどうか。やっぱりこの地域

は自ら自分たちで自主的に頑張ってつくっていくというのが、本来のまちづくりの方向性ではな

いのか。国のこういうことも大事ですけれども、町は町として一つの方向性を生み出す中で進め

ていくというような形で多くの町民の皆さんの参画をいただきながら、決して慌てることなく、

慎重に進めてまいる所存であ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（田中誠君） 

 はい、勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ありがとうございました。次に、２点目として商店街の活性化についてお伺いいたします。執

行方針にも述べているように、今、人口減少や少子高齢化、まして近隣の町の大型店舗への消費

流出など影響を受けて、さらに長引く景気の低迷など深刻な状況となっていることは承知のこと

と思います。町は、活力や賑わいを取り戻すため、店舗の改修や店舗出店事業とプレミアム商品

券の事業など支援策を講じているところですが、一向に有力な効果として現れていない現況にあ

ります。プレミアム商品券事業については、昨年度の末の購入の地方創生交付金の活用などで道

内においても、ほとんどの自治体が取り組んだと聞いております。我が町においても 取り進め

ているわけですが消費の喚起を促すという部分では、一時的ですけど効果は上がっているわけで
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すが、一過性にすぎず、対処療法的な効果しかないように思われるところでございます。出来れ

ば、それが続いていくような継続性のあるような形に結びつけたい部分だと思っているわけでご

ざいますが、町長の所見をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ２点目の商工振興の関係であります。町におきましても商工会また関係の機関とも相談をしな

がら、それぞれの商工振興対策と言うことで、今までも積極的に展開をさせていただいたところ

でございます。特に直接的な商店に対する支援というのは、新店舗の出店に対する支援だとかま

た店舗改修に対する支援と経営の融資制度でありますけども、中小企業の融資制度での直接的な

部分の支援をしてまいりましたし、また近年は町の補助事業、交付金事業で町単独で行っている

交付金だとか補助事業のある一定額についても、地元商品券で補助金なり交付金を交付する。こ

ういうような政策も打ち出してきているところでありまして、そんな部分で一定の効果が広く出

てきているのかなというような思いもしているところであります。その他に商工会なり中央商店

街が全体として、商工振興事業と言うのを展開されておりますんで、その中に対しても町から相

当の支援を行っていると。それから商工全体の商工会運営に対しても人件費を含めて支援をさせ

ていただいているところでありまして、それらが全体の下支えにもある一面なっているのかなと

いうふうには思っております。 

ただ御指摘をいただきましたように、昨年のまち・ひと・しごとの消費喚起型の交付金を活用

させていただきまして、３月に年度ギリギリであったわけでありますけれども、地域振興商品券

を発行させていただきましたし、またふるさと会の皆さんを対象とするプレミアム商品券につい

ても発行させていただいたところであります。臨時的な事業でありますから、一過性にどうして

も過ぎていくかなというふうに思っておりますけれども、全体としては、一定額が地元で消費さ

れたというようなことにもなってまいりますんで、それなりの効果は出てきているんではないだ

ろうかなというふうに思っているところでございます。今後においてもそれらの部分を継続でき

るものは継続をし、さらに強化できるものは強化をしながら持続性のある振興対策を実施してい

ければというふうに考えているところでありますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今、町長からは一定の効果を得られているというような答弁であったわけですけど、商品券は

ありがたいんですけど、言わせてもらえば買物する場所もだんだん少なくなってきているってい

うのが実態でございまして、ただそれらを含めてやっぱり確かに既存の店屋さんは長く続けてい

ってもらうより無いわけで、それでも後継者がいなくて閉める予定があるようなところもあるみ

たいです。そんな中で、やっぱり僕は、跡取りがいなくてっていう部分でないと思うんですよね。

跡取りを連れてきてでも、やっぱりここの店を継がしたいっていう部分が、今やっている方に無
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いから後が続かない訳でしょう。そのことを見定めた時に、なかなか難しいことかもしれません

けど、ここで安定して商業を営んでいけるという１つの地盤づくりをしてあげないと、ますます

僕は減ると思いますよ。 

前にも一般質問でちょっと触れていると思うんですけど、町長がよく言われるその公共財とし

ての店という部分の捉え方。実際にいろいろ調べてみても公共財としての店としての捉え方って

無いんですよね。町長が考えられている公共財としての捉え方って言うかね、じゃあ将来的にど

んどん減少したときにどういう形にしていくんだ。ますます買い物難民も増やしてしまうような

状況に陥ってしまう部分だと思うんですよね。その点についてちょっと町長の考え方をお聞かせ

願いたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 商店の関係でありますけれども、基本的にお店屋さんはそれぞれの個別の経営をされておりま

すし、基本的に業態がみんな違うと言ったら過言かもしれませんけれども、対応の仕方も殊に複

雑になっているというようなことで、全体的な応対でしかできないわけであります。どうしても

ここへ来て全体の人口も減っています、少子高齢化も進んでいます。加えて消費の流出というこ

とで、昔は車社会ではありませんでしたから、ほとんどが地元ですべての生活物資を購入してい

たという状態であったわけですが、現在は車社会ですから、行く気になればどこまででも買って

来れますし、また電気設備が非常に良いわけでして、１週間でも１０日分でも冷蔵庫にぼんと入

れてしまえば、昔は日々の生活の中で購買運動というのがあったわけですが、大きくそこら辺の

商業の形態が変わってきている。それに合わせたお店としての対応の考え方もあるのかなという

ふうに思っておりますが、何よりもそれぞれお店屋さん個人経営といいますか。会社方式のとこ

ろもありますけども、やっぱり身内での後継者の確保というのが一番大きいだろうなとふうに思

っております。 

ただ今申し上げましたように、これだけどんどんどんどん購買力が落ちていたときに果たして

後継者として将来の生活を考えたときにどうなんだ。こういうことも十分あるんだろうと。です

から後継者が育っていないという部分もあるのかなというふうに思っております。いろんな政策

を打っても行政がやれる範疇は知れていると思うんです。ですから町民あげての購買運動と言い

ますか、町の中で買って買い支えていくんですよ。それがなければ、将来的に自分たちが買い物

に行けなくなった時の身近な生活物資さえ、買える場所を自分たちで無くしていくということに

なるんではないだろうか。やはり買うことによってお店屋さんは成り立っているわけですから、

買う部分を全部よそでやって、将来困るから残ってくれと言ったって、経営的に成り立たないも

のは、不可能でありますので、そこの部分をどういうふうにして展開をかけていくのかというの

が、大きな問題かなというふうに思っております。 

そうした中で端的に言えば、１業種、１商店と言うんですか。本当に身近な生活で日常的にそ

のものがなければ、生活が出来ないよというような業種について、ある一面公共財的に考えてい

かなきゃならん。この公共財というのは、個人のお店でありますから、どこまでやれるかという

のはありますけれども、端的に言えば町村によってはガソリンスタンドが無くなって、町が直営
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でガソリンスタンドをやっているとかそういう部分もあるわけです。どうしても地元で、その業

種がなければ、普段の生活が成り立たないよというような業種業態のものであれば、ある１面そ

ういうことも踏まえながらやって行く時期がくるのかなというような気持ちを持っているわけで

ありまして、あくまでも基本的には個人のお店ですから、個人のお店が成り立つように、みんな

で買い支えて拡大をしていくというのが、一番のやり方なんだろうというふうには思っておりま

す。そういう部分を中心としながら、将来的には、本当にお店がなくなって買いにも行けなくな

る。そんなことが無いように何らかの手法を考えていかなければ、それがある一面、１業種１店

舗。そして公共財的な扱いの中で買い支えをやっていく、設備をやっていくと言うことも、必要

な時代が来るのかなという思いでいる次第でもあります。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又議員。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今、公共財と言われる部分の意味合いもよく解ったわけでございますが、町長が言われたその

買い支えるという気持ちね。確かにそういう気持ちがないと長続きしていくようなこともなけれ

ば、どこの店も潰れていってしまうかもしません。今当然守っていくとか育っていくって言う形

の意識もなければならないかなとも思うわけですけども。 

思うのは、これやっぱり売る側と買う側は、きちっと信頼関係とかそういうものがないと、定

着しないと思うんですよね。昔は僕が小さいころもそうですけど、それぞれにお得意の部分があ

って、店屋さんに付買いでしたよね。秋に収穫物がとれた時に付けを払うみたいな。僕が小さい

頃ですから、それ以降、農家がサラリーマンと同じような給料取りの生活をするようになったと。

月にいくらって形で、まとめた金の中で生活をしていくと。それと同時に店に対するその付け買

いみたいなものが、無くなってきたわけですよね。農家も経済的にかなりシビアになったので、

車時代の到来もあって、買い物に行けば、大型店舗で買い出しが出来る部分があったもんですか

ら、余計地元で買い物をしなくなったという背景があるんじゃないかなと思うんですよ。ただま

だそういう信頼関係の中で繋がっている部分があるんですよね。僕はそれを大事にしていくべき

だなと思うんですね。それでないといろんな形で施策を施しても、やっぱり効果が継続するよう

な形で繋がっていかないと思うんです。その中でどうしたら良いんだって、聞かれても困るんで

すけど、そういうものを経営側も含めて知恵を出していくっていうことが、僕は町長がいう公共

財までいっちゃうと、かなり深刻な状況かなと思うんです。そこまでいかないまでも、そういう

部分での対策を講じていくということは大事じゃないかなって思う部分でございます。持論を展

開してもしょうがないんですけど。ただ、どこの町もこういう状況下の中で、苦しみあがいてい

ることが事実です。そのことも含めて、それらのことを継続できる知恵を出して、継続できる形

のものを取り進めていってもらいたいなと感じる次第です。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 先ほど公共財としての捉え方という部分でのお話をさせていただきました。これはもう少し最

終の局面であるというふうに思っております。ですから、その前にやっぱりみんなで理解をしな

がら商店街に残っていただける手法を考えていかなきゃ、今まで行政が取り組んできた手法もそ

の中の１つのことでありますけれども、購買を地元でしていただくという町全体としての取り組

みも兼ね合わせていかなければならないというふうに思っておりまして、またそのためには消費

者側と売る側との信頼関係も必要になります。普段のおつき合いがあって、そういう中から購買

力を見出していくということにも繋がっているというふうに思っておりますので、そういう部分

をこれからも醸成する中で、町全体としてこのままの姿でいいのかというのも、今回のまち・ひ

と・しごとの大きな展開の１つになってくるんではないか。このまま今と同じことを続けていく

と、究極の事態にまで、なりうる可能性だって十分にあるんだという認識の中で、どう取り扱っ

ていくか、どういうふうに振興発展させていくかということの議論をしていくチャンスにもなる

んではないかというふうに思っておりますので、これらを含めて、これからの振興対策を今まで

以上に努力をしてまいりたいというふうに考えております。ご理解を賜りたいというふうに思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 そろそろ１時間になりますので、最後にしたいと思います。先ほどのまち・ひと・しごとの総

合戦略、そして今質問しました商店の活性化。どれも人口減少、少子高齢化に端を発しているこ

とが事実です。というわけで今始まった話ではないと。ただそのことで本とか新聞だとか、とに

かくメディアに増幅された形の消滅という言葉、その非現実的な言葉に、町民なり国民が振り回

されている状況かなと感じるわけでございます。 

ただ行政は、その部分でどうしていかなくちゃいけないか、特に過疎の最先端にいる町民には、

これが一番恐らく不安を感じている部分でないかなと思うんです。そういう部分でそこに耳を傾

けて、町民の生の声をきちっと聴いていかなくてはいけない部分でないかなと思うんですよね。

よく、まちづくりは人づくりと言いますが、そういう危機感を共有できる人が１人、２人、そし

て３人って出来て、初めてみんなの力で住みやすい町をつくっていくという原動力になるんじゃ

ないかなと思います。本当の意味で、良いまちづくりという形になるんじゃないかなと思います。

確かに人口減少、少子高齢化、恐らく地域にとっては、ピンチだと思います。ただピンチはある

意味チャンスと置きかえた時に幾らでも生き延びていける。そういう道がきっとあると思うんで

すよね。まず今回の総合計画の中間年となりますわけで、そういう中で本町のまちづくりの基本

理念である住民協働と共生、そして共創の考え方を基に町政が運営されることを切に要望申し上

げ、私の総括質問といたします。以上です。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まちづくりの総論としての話をいただいたわけでありますけども、基本的に町に住んでいる方

が幸せを実感できるまちづくりを進めていかなければなりませんし、当然子供たちや若者たちが
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夢や希望を叶えていけるまちづくり。そして、お年寄りの皆さんが安全で安心して暮らしていけ

る。そういうまちづくりに向けて、これから人口は減ってきていますし、少子高齢化も進んでお

りますから、そしてまた今日の新聞でありませんけども、ＴＰＰも一気に加速しそうだ。そんな

課題も出てきているというようなことならば、本当に正念場を迎えてきているなというふうに思

っておりますんで、職員ともどもでありますが、そういうまちづくりに向けて全力で取り組んで

まいりますという考え方でおりますし、ぜひ議員の皆さん方におかれましても、いろんな面にお

いてご示唆、御指導いただければありがたいと考えているところでもございます。 

今後ともまちづくり対しての御意見をいただく中で誠心誠意頑張って参りますので、御理解を

賜りたいと思います。以上申し上げて答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかに、総括質疑。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 町長におかれましては、勝又議員と同じような話になりますけれども、４４年ぶりの選挙を戦

いながら、２期目の町政執行その中で継続ある行政手腕ということで、私もそれを全面的にバッ

クアップしながら推し進めていく方向で頑張っていきたいなと思っております。 

その中で冒頭にあります、今年度第５次清里町総合計画のローリング年であるという話も度々

出ております。そしてまた清里町行財政改革プランの策定、そして公共施設等総合管理計画の策

定、そして勝又議員からも指摘ありましたように、まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定。そ

して今、教育分野におかれます教育行政大綱の制定と本当に目白押しの中のまちづくりの各施策

の策定業務が一緒になったと。その中で当初予算、それに付随した中で、補正予算が含まれまし

て総額予算４４億６千万という形で提示がございました。その中身は、町長２期目に向かっての

施策の展開。町長が常々考える安心して暮らせるまちづくり。そして子育ての充実という部分で

メリハリのある予算の補正が随所で見られています。その中でちょっと総合戦略の話が出てきま

したけども、私も町長にお伺いしたい部分がございます。 

まち・ひと・しごとの戦略の中で、清里町総合戦略というフローチャートがございます。その

中に清里町組織ということで、総合戦略推進会議の中に開発審議委員も兼ねて、そのほかにオブ

ザーバーとして臨時の審議委員も兼ねて審議する組織を立ち上げる。そして、庁内ではワーキン

ググループを立ち上げて、本部である町長の方に吸い上げる形のフローチャートが提示されてご

ざいますけれども、やはり僕としては、町長が描くスキーム。そのフレームはどうなんだという

ところ。この中で明言までいかないですけども、こういう形でこのひと・まち・しごとの戦略の

中で人の動き、策定内容が基本目標４つほどございました。地域における安定した雇用、あるい

は人の流れをつくる、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える。そして４つ目に、時代に

あった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携する。そういう大きな大前

提のビジョンの中で、町長が描く２期目に向けての根本のスキーム。それは何なのかな。やはり

そこはしっかりと私たち町民あるいはいろんな場面でやっぱり思いを発してほしい。ネガティブ

な部分じゃなくて、ポジティブに発信していただきたい。そこら辺を１点目としてお伺いしたい

んですけども。答弁をお願いいたします。 
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○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まず御質問をいただきました地方創生かかわる清里町総合戦略の基本的なフレームをどう考え

ているのかというようなことでありますが、基本的に今回の総合戦略は、４つのフレームが国か

ら示されておりますので、基本はそこを中心としながら、清里の形に組みかえていくということ

になっていくと理解をしているところでありますが、その中に４つ、地方で仕事を作って安心し

て働ける、そして地方への新しい人の流れをつくる、そして若い世代が子ども子育てを可能にし、

希望をかなえられる町にする。そして時代にあった地域をつくっていく、こういうことがありま

す。それを清里で当てはめた時に、ビジョンとして求めていけるかという部分でありますが、私

としては、今回の執行方針の中でありますように、その中で今までこの清里町が進んできた特色

を十分に生かしながら、やはり花と緑と交流のまちづくりという１つの住民と町との協働プラン

として進めてきた事業。これはさらに一段展開するために、既に提唱しております庭園のまちづ

くり、そしてさらに日本で最も美しい村連合への加入を目指していきたい。これは新しい町民と

の協働の作業になってくるだろうと。一つ一つ建物を建てるという話と全然違う。まちづくりの

スキームになってくるだろうというふうに思っております。そうなった時にその展開の仕方によ

って、清里の焼酎を全面的に出し、それを全国にＰＲをしていく宣伝するための１つの手段とし

て、またこないだも新聞にも出ておりますが、日本で最も美しい村の美瑛での国際大会をやるだ

とか、そういう部分でのアピール力はものすごく出てくると思っておりますから、そういう中を

活用し、新たな人づくりや交流の場を求めていくという大きなスキームが出てこなければ、単に

先ほど来の総合計画だけの中に項目として入れていったんでは、何の夢も希望も無い。ひと・ま

ち・しごとと言う抽象的な表現で終わってしまう。その抽象的な表現を、何を持って具現化する

かということが、私としてはこれがベターな方式ではないだろうかというふうな思いで、今回の

政策として打ち出させていただいたわけでありますんで、これを重点的な気持ちの中で、今回の

その４つの政策パッケージの中に組み込んでいけるかを考えながら進めていきたい次第でありま

すので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

町長のほうから４つの基本目標に沿った中で、当町における今まで進めてきた花緑の展開、そ

して住民協働の中の参画によるまちづくり、花いっぱい運動とかいろんな形で住民個々のソフト

展開をやっていく、そしてそれを基本ベースの中で、今後の清里町のまちづくり５年、１０年後

の形の中で戦略としてとっていく。その中で今、まち・ひと・しごと創生会議の中にもそういう

部分がある程度の策定中のメインとして考えていると言う答弁なんですけども、やはりそうなっ

てきますと、どうしても考えなければならないのは、焼酎工場とレストハウスのあり方。やはり

ここが、今回当町にとって総合戦略の中のメインフレームで、ある程度の位置づけを持って行く

のではないかなと私自身は思っております。 
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確かに庭園のまちづくり事業という総務費予算の中で、かなり重点配置で取り行っている部分

がございます。そういった中で長期的な展開、２期目、残り４年の中で、こつこつと積み上げる。

花を咲かすには土からそして種をまく、あるいは同じように肥やしをやる、育てる。町も育って

いかなければならないのかなと私自身思っています。しかしそこは町長として、それをどう具現

化するか、本当に職員たちの手腕にかかっている部分でありますし、町民自らの意見を酌み入れ

るという部分では、本当にまちづくりに参画しているんだという思いで、町民一人ひとりが思っ

ているところかなと思います。そういった部分で今後大変な策定になるかと思います。その中で

レストハウス、焼酎工場そしてその中間にあるふれあい広場ですか。そういうような相対的な戦

略、そういう庭園をどうするんだと。細かい話がワーキンググループで出る・出ないは、別にし

て、そういう話もやはり重々検討する。それが１つのまちづくりの手法かなと私自身も思ってい

ますんで、その辺は町長の中で重々判断していただきながら取り進めていただきたいと思います。 

次に２点目ですけども、町長が１期目の時に、時として社会は再生エネルギーという形でソー

ラー事業の展開で、大震災の後のエネルギー事業の中で大変な思いで、再生エネルギー法が策定

されました。当町にもいろんな議論の中で、３カ所のソーラー施設を公共施設に設けました。町

長はその部分の果実運用を子育ての部分で運用したいと。２期目も同じように、町政執行方針の

中に具体的に子ども子育て基金について検討してまいりたいという話で伺っております。これに

ついて、町長の方から子育て基金のあり方、中身というかその手法をご提示願いたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま再生可能エネルギーとして単純に言えば、電気の売電収入をいかに活用するかという

ことについては、再生可能エネルギーの清里町計画を策定した段階においても、そこから出てく

る売電の収益は、どういうふうな対応をしていくんだという意見がありまして、また議論をいた

だいてきたところでありますが、私としては、今回の執行方針の中でも記載をさせていただいて

おりますように、せっかくの収入でありますから、これを将来の子どもたちのために使っていき

たい。前から言っていたところでありますが、具体的には事業として実際の果実が出てくるのは、

今年度からということで、実際の積み上げが来年ということになってこようかと思いますんで、

今回の執行方針の中にそれらの考え方を示させていただいたというのが実態でございます。 

新たに基金を積んでいくということになれば、今の３施設、４施設ですか。今回プールが出来

ましたので。その部分だけでいきますと、太陽が出ている、出ていないで、大分変わる訳であり

ますけども、平均的な計算で買い取り価格計算をすると、年間に大体３５０万前後になってくる

のかなと。これだけをもって基金対応で別枠を起こしていくよということでは、あまりにも小さ

すぎるというようなことがありますんで、全体の清里町の基金の中のふるさと創生部分と合わせ

た中で、基金総額の確保をし、そして明らかな形の中で、子ども子育て、教育、福祉のことで、

出来れば、既存で今までやってきた中で、しっかりとやっていかなければなりませんけれども、

新たに今回の子供たちの育成のために保護者負担を軽減をしていきながら、子供の育てやすい町

として売り込んでいくというような部分を考えた対応が必要ではないだろうかと考えているとこ
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ろでございます。 

ですから、従来からふるさと創生基金の一部とこれを原資にして組みかえを致したい。売電収

入の年間３５０万の金額をやって行きたい。これは毎年入ってくるお金ですが、益金は単純にふ

るさと基金の組みかえだけになりますから、その部分で増えていくということもありませんので、

そういう流れでやっていきたいと思っていますし、基本的には売店、買い取りの期間というのは

基本的に２０年ということですから、それを１つの目安の期間として、新たなこの基金で子ども

と子育てを事業の展開をしていきたいという思いでありますので、御理解をいただければという

ふうに思ってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 売電収入が、今年度から受け入れる形になると思うんですね。それはどういう形で歳入の中に

入るか雑入で、たぶん処理してくるんでしょうと思うんですけども。それをまた、ふるさと事業

基金に入れながら、総括的な目的で町長のおっしゃるように将来の子供たちのための子育て資金

対応として使いたいという思い。実際的な制度設計は、今後つくられていくだろうと思います。 

その中で今回の補正予算にもありますけども、保育所であれば、２子目の２分の１の保育料減

免。あるいは給食費に関しては、賄い費の一部補填。そして高校生においては、医療費の補填。

全体の中の対応でパッケージとしては、本当に手厚い子育て支援の部分で、給食費の話をしまし

たけども、近隣町村で思い切って給食費の１００％減免という行政もありますね。当町もそうい

う部分で思い切って、原資がどのくらいになるのかはわかりませんけども、限られた就学児童の

中で、思い切って半額だとかの対応もその基金の中でできるかできないか、これは町長の思い１

つなんですけども。 

もう少しいろんな思いがあるんであれば、もっとそれ以上、子育ての中で、町長の考えがあれ

ば、無ければないでよろしいですけど、その辺伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 子ども子育て基金を創設した場合において、どういうような具体的な政策を展開していくんだ

という御質問かというふうに思ってございますが、今回の執行方針の中でも記載をさせていただ

いておりますが、私は、清里の特色ある教育環境を考えていかなきゃならんだろうと。それが最

終的に上手に機能していけば、高校の存続としても効果をあらわしてくる１つになるかなと思っ

ています。この時代はもうグローバル化しておりますから、これから英語が通じなければ、世界

に出ていくこともできないということになります。それで私は思っているのは、幼少期からうち

の高校を卒業した時点までは、書けなくても、話せる。そういう教育の在り方を展開していく時

期に来ているんではないか。確かに文部省は小学校まで入りましたが、小学校授業のカリキュラ

ム１週間に１時間です。これでは現実対応が出来ていかないだろうというふうに思っていますの
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で、ネイティブな英語をきちっと身につけてもらえるための執行をひとつは考えていきたい。た

だし、これは学校教育との絡みがありますから、町の方の考え方がそうであっても、学校の授業

のカリキュラム授業として入れていっていただけなければならないという大きな課題があります

んで、そこら辺がクリアできるんであれば、新たな指導員を町が雇って派遣するとか。そういう

お金に使っていければ、良いかなというような思いはしておりますし、また今回の執行方針の記

載をいたしましたが、高校生までの医療費の無料化も考えていきたいなというふうに思っており

ますし、また御質問ありましたように学校給食の関係、今も一部は行政も支援をさせていただい

ておりますが、来年なるとまた消費税が上がって値上げをしなければならないと。そういう値上

げの部分を解消できるだとかの検討をしていかなければならないというふうに思っておりますし、

また幼稚園だとか保育所の現在の第２子は２分の１の使用料の半額軽減措置をとっておりますが、

それをさらに強化をしていく。そういう部分での対応として、この基金が有効に活用できれば良

い方向に少しずつ進んでいく可能性が出てくるんではないだろうかというふうに思っているわけ

でありまして、そういう政策を従来もある一面やってきております。全体の子ども子育て、健康

づくりの部分で子供たちに係る部分と１億数千万、町は今までもやってきています。これは、規

定予算の中で、俗に言う地方交付税、そして足りないときには財政調整基金という中で、どんぶ

りでやってきたというのが事実ですが、明らかにこの子ども子育ての部分としてのしっかりとし

た政策として打ち出していくというためには、基金を設けた中で、別枠で全部やるんだというス

タンスを明確にしていく必要があり、町民の皆さんに理解をしてもらって、子ども子育てをする

のなら清里でやるべきだと言われるぐらいの気持ちで進めていければ、それが１つの方向性が出

てくるという思いで取り組んでいければという考え方であります。ご理解を賜りたいというふう

に思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 町長がそういう思いで、２期目にかけて、子育て支援に対する政策の数々、やはり本町におい

ても、家庭の中での１子以上のお子様がいる世帯が増えているという実態。これ出生状況から見

ても１０年前はかなり右下で下がっていたものが、ここに来て鈍化した傾向というのが、委員会

の資料から見てもわかるとおりなんですよ。そこに子育てに対する親御さんの負担の軽減策は、

ある場面でお母さん方、あるいはお父さん方から聞こえてくるのも現実です。 

それ以上に町長の方からその果実運用ではないですけども、ふるさと事業基金、そしてプラス

その再生エネルギーの約３５０万の基金と合わせ技で、これから制度設計をつくっていくだろう

と思いますけども、もし出来るのであれば、今おっしゃったような英語力の強化なり、給食費の

将来的に消費税があがるという部分での対応という方向をきっちりと今後とも進めていただきた

いなと思っている一人でございます。 

２つ目の質問に移らせていただきます。やはり本町においても、今回補正の中で予算計上しま

すけども公共施設等総合管理計画。これに対して外部委託ということで５００万計上していると

ころでございますけども、やはり本町にとってハードは本当にすばらしいハード。しかしやはり

イニシャルコスト、ランニングコストという議論が委員会では必ず出てきます。これは物をつく
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ることは必然的にその２つは必ず出てくる。 

ただ、やはりそこにスクラップ・アンド・ビルドという手法は必ずあると思うんです。壊すこ

とによって、また次の時代の中での必要なものは、行政の責任としてそこはしっかりとしなきゃ

ならないのかな。何もしないんであれば、常にスクラップ、スクラップで終わると思います。そ

ういう部分では、ある程度のスクラップ、そしてビルドをどうするか。行政の中で、本当に優先

順位を高めていかなければならない、そしてハードばかりでなく、ソフト事業の展開中でも同じ

ように常にビルドであると、原課の職員は忙しい、町民も忙しい、毎週日曜日にいろんな行事が

ある。それもやはり大変なところです。やはりそこはしっかりと精査した中で、スクラップする

ということも、行政として考える必要がある。   

一番私が言いたいのは、２３年度に本町において、町有財産であります閉校した学校の２校の

処理。かれこれ５年が経っています。そこらはしっかりとある程度の年次の中の計画性を持った

中で、もう朽ちるだけです。スクラップスクラップじゃないですけども、やはりどうするんだと

いうことを高度な判断の中でしていただきながら、どう進めるのか。その辺のお話をお伺いした

いと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

清里の公共施設等の総合管理計画の関係でありますが、この件については、それぞれの道路だ

とか橋梁だとか公営住宅関係については、長寿命化計画という形の中で、今まで取り組んできて

おりますんで、それはその中で計画に基づいて執行していきたいというふうに考えておりますが、

それ以外の例えば、この役場庁舎だとか町民センターだとかトレーニングセンターとか、こうい

う公共施設の関係について、改めてこの公共施設管理計画策定をしているということであります。

これも今回のまち・ひと・しごと中で人口ビジョンとの絡みが相当出てくるのかなというふうに

思っておりますし、やっぱり１回出来ておりますけれども、これの維持管理を今の形でどこまで

続けていけるかという部分もあります。と言いますのは、建てた時点と今の時点では大幅にやっ

ぱり人口区分でも変わっていますし、利用の形態も変わってきているということがありますから、

本当に今のままこれでいいのかどうか。改修の時期はどう考えているかという、やっぱり１つの

方向性を求めていかなければならないということで、今回この計画を入れていきたいということ

であります。 

もうひとつは、今までは認められていなかったんですが、仮にスクラップをしなければならな

いだとか解消しなきゃならないという部分において、起債措置は一切無いんです。それがこの計

画を立てることによって、その計画にのった部分であれば、可能性がありますよというふうに変

わってきたものですから、そこら辺も踏まえながら計画を進めていく必要があるんだろうという

ような思いでいるわけであります。これらにつきましても、今回総合計画もありますし、総合戦

略もあります。そしてこの事業もあります。これ以外に行財政計画大綱ですが、このプランもや

っていかなければなりません。その中にも影響してくる問題だと思っておりますんで、全体の審

議の流れとしては、先ほどの総合開発審議会の中の特別委員会で臨時委員さんをおきますので、

その中で全体の関連する部分がありますから、御審議をいただきながら進めて行きたいなと思っ
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ておりますが、ベースになる部分については、関係のところに業務委託をかけておりますんで、

そこの実態調査を合わせて、その中からどういうふうに展開していくかという部分での計画の策

定になっていくということであります。これについてもご理解いただければいうふうに思ってお

ります。 

いずれにしてもこの施設については、御意見がありましたように、清里の場合は、おかげ様で

かなりの公共施設については充足をされてきております。いよいよこれからそれをどういうふう

に利活用をしていくかということと、その時期になってきた時に、どういうふうにそれを維持管

理し、規模をどうしていくかということが大きく問われてくるんだろうと思っているところであ

ります。 

それとまた学校の関係でありますけれども、御指摘のように平成２３年に両校とも閉校になり

ますから、５年目に入ったということであります。それはもう学校は、新栄小学校の部分と江南

の小学校は、ちょっと取り扱いが違います。新栄の小学校の部分については、統廃合される段階

で一切地域としての考え方を持たないので、行政の方でどういうふうにするか処理をしていって

いただきたいという新栄の小学校地帯での総論であったわけでありますが、江南の場合は、江南

地区としてまず廃校された学校をどう使うかいろいろ検討してみると言うことからスタートをし

たので、ちょっとずれが出たわけでありますが、その後江南の方もいろいろ検討を加えたけども、

現実的な対応がなかなか難しいということで、結果としては、行政の方であと判断をしていただ

きたい。これは去年の春の段階でそういうふうに申し出をいただいたということであります。町

としても具体的な部分ということで、それぞれ対応について担当の中で議論をしてきているとこ

ろでありますが、今の段階でも町の段階として、これに使ったらこうしたらというのはなかなか

浮かんできていないのも実情であります。 

ただ放置ということにもならないと思っていますから、次の段階に進めていきたい。町民の皆

さんや又は町内の中で、それであれば活用したいという方がいるかもしれません。まずそこを前

段でやっていきたい。それでも無かった場合に、今のインターネット等見ていただいたらわかる

と思いますが、校舎があります何か活用しませんかというようなやり方もありますし、文部省自

体が活用のサイトを開いているところもあるもんですから、そういう中にも登録をしてこういう

物件がありますということでのＰＲをしていきたい。その中からうちの町にマッチした、何でも

良いということはなりません。マッチしたもので、希望があれば、相談に応じながらそういう方

向性も検討していきたい。ただしそれが１年間なり１年半かけても一切ないということになれば、

もうそろそろ判定をしなきゃならん時期に来るだろうというふうに思っております。 

最初にこの議論が出た段階においても、３年４年で壊す気はありませんと。ただし長く置く気

もありませんというふうに言ってきました。というのは、だんだんだんだん形態が朽ちていくと

いうことになって来れば、そこに通っていた人たちもおりますから、何でそんなことになってい

るのと言うことにならないように、きちっとその環境整備をしていく必要があるだろうというふ

うに思っておりますので、そういう中で進めていきたい。ですから、今年の部分ではその手続き

をやって、方向性を出して利用したいというふうに良い提案でもあれば、それをじっくり考えて

いきたいと思います。無ければ決断の時期が来ているだろうというふうに思っておりますんで、

そういう方向性を議会とも相談しながら進めていければというふうに思っております。 

それから先ほど施設の契約業者への委託の関係を発注したと言いましたが、失礼いたしました。

まだ発注になってないそうで、７月上旬に発注をするという段取りで今進めているということな
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りますので訂正してお詫びしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今の閉校になった２校のお話の中で、まず一旦は町民の方々に活用出来る・出来ないかで公募

すると。その中で誰も手があがらなければ、今おっしゃったように廃校のサイト、それは僕も見

たことがあります。そういうところで提示しながら、ネット上の中でオークションになる時があ

るのかな。そういう手順はやはり進めていただきたいなと。やはり町長がおっしゃるように、朽

ちる校舎を見るのは、わが母校・保護者と言いますか、住民の方々にとって偲び難いものがあり

ますから。そこは真摯の中で、行政としての責任でしっかりと進め、待ったなしの状態かなと思

っております。 

公共施設等の維持管理計画をこれから出すということでございますけども、同じように公共財

のハード部分を、もしスクラップなどで住民、利用されている方々に対する説明というのは必ず

出てくるかなと。その手法、やり方は懇切丁寧に、ほかの行政でもやっておられることだと思い

ますけども、どういう形に力点を置きながら、ハードに対するスクラップあるいはソフト事業に

対するスクラップを町民向けに発信していくのか、そこら辺の町長の考えをお聞かせ願いたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

公共施設の管理の関係でございますけども、最終調整の段階においては、規模を縮小したり、

場合によっては必要性を失っていく部分も出てくるというふうには思っております。これについ

ては見方がいろいろあると。直接利用されている方については、希望は当然あがってくると思い

ますし、利用しない人から見れば、何であんな大きな施設が必要なのかという議論が出てくるん

だろうというふうに思っております。この一つ一つの物件において単純ではないと思っています。

例えば競技用の施設であれば、競技のルールというのがありますから、１００メートルのところ

を５０メートル短縮してルールを変えてやりなさいとか、そういうことにもなりませんので、ル

ールに基づいた中でやっていかなければならない。ただそういうものでは無い部分については、

時間をかけてじっくりと連携をとりながら、もっともベターな場所におちつかせていかなきゃな

らんだろうなと。利用する方は広くて大きなところで伸び伸びとやっていきたいというのも解り

ますけども、維持管理費をどうしていくかだとか、そういう経費にも響く部分もあります。慎重

にやっていかなくてはいかんと思っておりますし、この計画がある程度固まってきた段階では、

そういう方々の御意見も十分に参酌をさせていただいて、最終的な方向性を求めていきたいなと。

委員会の中で調査を出してきたやつを見て良いねということだけでなくて、直接利用されている

方々がたくさんいますから、全員の方にお聞きするというわけにもまいりませんので、主に利用

されている方々を中心としながら、そういう場を設けていく。そして齟齬のないように合わせて
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いきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 スクラップビルドという言葉では簡単ですけど、いざスクラップする時には、先ほど勝又委員

の質疑の中にも町長の答弁の中で皆が納得した中で行政執行したいと。これはなかなか本当に難

しいことかなと。みんなが納得すると、あるものは必ず残さなきゃならないという議論になって

しまうので、やはりそこら辺は反対意見も確かにありますが、そこはしっかりと理解した上でス

クラップなりそういう施策は基本かなと思っております。 

この２７年度。いろんな中でまちづくりのターニングポイントの年かなと思っております。５

年、１０年の先を見据えた中で将来の方向性は、２期目の町長がある程度イニシアティブを持っ

た中で判断しなければならないのかなと私自身はそう思っております。判断の間違った方向性。

これだけは決して持っていただきたくないのでございます。本当に限られた町の中の資源。ある

いは人的支援。優秀な資源がありますから、それをどうまちづくりの中に適材適所じゃないです

けど活用しながら、いろんな声を吸収して、原課である職員に共有しながら、１つのまちづくり

をつくっていただきたい。そういった中で、町長自ら判断するではなくて、やはり人を動かしな

がら物事を執行する形も、今後の中では、新しい清里町のまちづくりを精力的に展開する上での

１つの手法かなと思います。 

人を動かすということはやはり交通手段からと。私自身常々こういう過疎地で地域の公共交通

手段は、これから５年１０年後をどうするんだというのは近々の課題で、もう検討段階に来てい

るんではないか。冒頭公共財としての商品の買い支え、あるいは昨日の一般質問ございましたス

クールバスだとかハイヤーのソーシャルビジネス的なデマンド交通の対応をどうしたらいいんだ

と。本当に地域の中では、足の確保をどうするんだという問題も聞こえてきています。人の活性

化というのは、やはり人を動かす。どうやって人を運んでくるか。これは移住定住の話じゃない

ですけども、同じように外からも運ぶ、あるいは町内で、どちらもやはり早急な中考えていくと

きに来たんではないかなと常々、私自身も思いますし、町民の中でも本当に足の確保、高齢化に

なった中での交通手段がバスだとか汽車だとか、あるいは車の運転免許を持ちながら、運転がで

きない。そういう中で交通手段がなくなったときの姿。やはりそういうこともあわせた中でのま

ちづくり。これも地方公共交通手段もやはりこれも公共財としての１つの計画の中に入ってくる

だろうと思いますから、その辺合わせた中で、今後精力的に検討していただけばと思います。 

私の質疑は以上をもって終わりたいと思いますんで、町長の方から今の質問に対して、もし、

考えるところがあれば少しお聞かせ願いながら、私の最後の質問にさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今御指摘をいただきまして、今年度、総合計画の中間年。それから、まち・ひと・しごとの総
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合戦略。そしてただ今御質問をいただいております公共施設の総合管理計画。それから総合教育

会議がつくらなければならない教育大綱。そしてまた第６期になります、行財政改革プラン。激

動の１年になるのかなというふうに思っているところでありまして、この計画の中身そのものが、

これから１０年２０年にどういうふうに、この町はなっていくかという基本になる計画の目白押

しといっても過言ではないのかなというふうに思っております。なお多くの皆さん方の御意見を

いただきながら、より良い方向性を目がけて全力で頑張ってまいりたいと考えている次第でもご

ざいますが、いずれにしろ計画とあわせて財政的にどういうふうに対応ができるか。これについ

てもやはり、行財政をどれだけ堅持しながらやっていけるかというのが、まちづくりに対する大

きな部分かなと思っておりますんで、それぞれこれからの政策をその中に健全に押さえ込みなが

らやっていけるかというものも１つの方向性なんだろうかと思っているところであります。これ

らについては職員の方が対応を考えておりますので、でき上がった段階では、行財政改革は協議

をさせていただきながら進めていきたいと思っているところでもあります。 

いずれにしても総合計画の中で、まちづくりの理想の姿というのを示していかなければなりま

せん。その中にやはり人口が減ってきている、少子高齢化が進んでいる。そしてどういうまちづ

くりを進めていくかという方向性を打ち合わせる中に、やっぱり地域の交通体系どうしていくん

だと。今は車の時代ですから、乗れるうちは良いですが、だんだん乗れなくなったときに、コミ

ュニティバスの運行だとか、またデマンド方式での交通体系のあり方とか、そういうものについ

ても十分に考えていかなければなりませんし、それぞれのところにすべての公共施設が揃ってい

るんであれば、緑は緑で完結できますし、札弦は札弦でできますが、現実的にはなかなかそうな

っておりませんので、やはりそういう交通体系が無ければ、弱者が出てくるということにもなり

ますので、そういうことの無いように全体的な計画の中で、本当に安心して安全でお年寄りの方々

が、この地域でいつまでも暮らしていける。そういうような体系づくりをしていかなければなら

ないというふうに思うところであります。 

これからもいろんな面で議会とは車の両輪のごとく歩調を合わせながら、頑張っていかなけれ

ばならない課題がたくさんあるというふうに思っておりますので、これについての御指導、御支

援もいただきながら、今後のまちづくりを頑張ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を

賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかにありませんか。以上で議案第３２号 平成２７年度清里町一般会計補正予算第１号から

議案第３４号清里町焼酎事業特別会計補正予算第１号の質疑を終結します。ここで３時まで休憩

いたします。 

 

休憩 午後 ２時５０分～ 

                                午後 ３時0０分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を再開いたします。 

 これより、平成２７年度各会計補正予算（第１号）について討論を行います。 

 討論は、議案第３２号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第１号）から、議案第３４号 
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平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）までの３件について、一括討論を行い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 これで討論を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これより、平成２７年度各会計補正予算について採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 

○議長（田中誠君） 

 まず、議案第３２号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第１号）について採決します。 

 本案は、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、議案第３３号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について

採決します。 

 本案は、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 議案第３４号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）について採決します。 

 本案は、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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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   ●日程第３～日程第６ 意見案第３号から意見案第６号 

○議長（田中誠君） 

 ここで、議事の都合上、日程第３ 意見案第３号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の

見直しと、地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書について、日程第４ 意

見案第４号 ２０１６年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書について、

日程第５ 意見案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書について、日程第６ 意見案第

６号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法「改正」反対を求め

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。総務文教常任委員長 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 総務文教常任委員会提出の意見案第３号から第６号を、一括して説明します。 

意見案第３号 道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくり

の実現を求める意見書について。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２７年 ６月２５日提出、清里町議会総務文教常任委員会 委

員長 勝又武司。 

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します。 

１、道教委が２００６年に策定した「新たな高校教育に関する指針」は、広大な北海道の実情にそぐわず、地

域の教育や文化だけでなく、経済や産業など地域の衰退につながることから、抜本的な見直しを行うこと。 

２、「公立高校配置計画」については、子ども・保護者・地元住民など、道民の切実な意見に真摯に耳を傾け、

一方的な策定は行わないこと。 

３、教育の機会均等と子どもの学習権を保障するため、「遠距離通学費等補助制度」の５年間の年限を撤廃す

るとともに、もともと高校が存在しない町村から高校へ通学する子どもたちも制度の対象とすること。 

４、しょうがいのある・なしにかかわらず、希望するすべての子どもが地元の高校へ通うことのできる後期中

等教育を保障するための検討をすすめること。 

次に意見案第４号 ２０１６年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書に

ついて。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２７年 ６月２５日提出。清里町議会総務文教常任委員会 委員長 勝又武司。 

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します。 

１、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率を１／２に復元すること。 

２、「３０人以下学級」の早期実現にむけて、小学校１年生～中学校３年生の学級編成標準を順次改

定すること。当面、「新たな教職員定数改善計画」を早期に実施すること。また、住む地域に関係

なく子どもたちの教育を保障するために、複式学級の解消をはじめ、義務標準法改正をともなう教

職員定数の改善及び必要な予算の確保を図ること。 

３、子どもたちや学校、地域の特性にあった教育環境を整備し、充実した教育活動を推進するために、

教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現すること。 

４、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費など国の責任にお

いて教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。 

５、就学援助制度の充実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を行うこと。 
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次に意見案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書について。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２７年 ６月２５日

提出、清里町議会総務文教常任委員会 委員長 勝又武司。 

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します。 

１、社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大する地方自治体の

財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。とくに、今後、

策定する財政再建計画において、地方一般財源総額の現行水準の維持・確保を明確にすること。 

２、子ども・子育て新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生活困窮者自立支援、

介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確

保するための社会保障予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと。 

３、復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、復興集中期間終了

後の2016年度以降も継続すること。また、2015年度の国勢調査を踏まえ、人口急減・急

増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を検討するこ

と。 

４、法人実効税率の見直し、自動車取得税の廃止など各種税制の廃止、減税を検討する際には、

自治体財政に与える影響を十分検証したうえで、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が

生じることがないよう対応をはかること。また、償却資産にかかる固定資産税やゴルフ場利用

税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行制度を堅持すること。 

５ 地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」及び「まち・ひと・しごと創生事業費」につ

いては、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。

また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換をはかるため、

社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振替えること。 

６、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了を

踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じる

こと。 

次に意見案第６号 憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法「改

正」反対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２７年 ６月２５日提出。清里町議会総務文教常任委員

会 委員長 勝又武司。歴代内閣は、一貫して集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきた。

しかし、安倍内閣は昨年７月、半数以上の国民が反対する中、憲法解釈変更による集団的自衛権

行使容認の閣議決定を行った。安倍政権は、「閣議決定」をもとに、今次通常国会で集団的自衛権

行使容認に向けて、自衛隊法や武力攻撃事態法の「改正」など、安全保障制度の整備を進めよう

としている。こうした民主主義を揺るがす憲法解釈変更による集団的自衛権行使の閣議決定の撤

回を求めるとともに、歴代内閣の見解を堅持し、「閣議決定」を根拠とした関連法の「改正」を行

わないよう強く求める。 

以上、地方自治法第９９条規定により意見書を提出するものです。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 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） 
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○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

この意見案４件については、討論を省略し採決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（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから意見案第３号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと、地域や子どもの

実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書についてを採決します。  

 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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第３号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと、地域や子ど

もの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、意見案第４号 ２０１６年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書

についてを採決します。  

 この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第４号 ２０１６年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた

意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

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

 この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

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

可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、意見案第６号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法「改
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正」反対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（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第６号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関

連法「改正」反対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（田中誠君） 

 お諮りします。 

 ただいま可決されました、４件の意見書の提出先並びに内容の字句等について、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（田中誠君） 

 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７、日程第８ 意見案第７号、意見案第８号 

○議長（田中誠君） 

 ここで、議事の都合上、日程第７ 意見案第７号 平成２７年度北海道最低賃金改正等に関す

る意見書について、日程第８ 意見案第８号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書について

を一括議題とします。 

 ２件について、それぞれ提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員長 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 産業福祉常任委員会提出の意見案第７号から第８号を、一括して説明します。意見案第７号 

平成２７年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について。本件について、地方自治法第９９

条の規定により、別紙のとおり 意見書を提出するものとする。平成２７年 ６月２５日提出、清

里町議会産業福祉常任委員会 委員長 前中康男 

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します。 

１、雇用戦略対話合意に基づき早期に８００円を確保し、平成３２年までに全国平均１千円に

到達することができるよう、平成２６年度北海道地方最低賃金審議会答申を十分尊重し、デフ

レ脱却と経済の好循環の実現に向けて、最低賃金を大幅に引き上げること。 

２、設定する最低賃金は、経験豊富な労働者の時間額が、道内高卒初任給(時間額９１６円)を

下回らないよう、適切な水準を確保すること。 

３、最低賃金引き上げと同時に中小企業に対する支援の充実と、安定した経営を可能とする実

効ある対策を行うよう国に対し要請すること。 

次に意見案第８号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書について。本件について、地方自 
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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２７年 ６月２５

日提出。清里町議会産業福祉常任委員会 委員長 前中康男。 

次のページをお開きください。所得税法第５６条は、家長制度の廃止により個人単位主義を原

則としたことで、家族間で所得を分散し、不当に累進課税を逃れる租税回避的な行為が横行する

ことを防止とする趣旨のもと制定された条項である。しかし、法が制定された昭和２５年当時と

比べると、女性の社会進出や家族観など社会通念も大きく変化した今日、伝統的な法解釈だけで

合理的な判断を下すことが困難な時代背景となっている。事業主の所得から控除される自家労賃

は、配偶者の場合で８６万円、家族で５０万円だけであり、このわずかな控除額が、家族従業員

の所得とみなされるため子どもが結婚しても家のローンにも事業主名でなければ組めないなど、

社会的にも経済的にも全く自立できず、後継者育成にも大きな妨げになっている。よって、国に

おかれては、所得税法第５６条を廃止し、家族従業者の賃金を必要経費として認められるよう、

時代に即した概念の元に、国における抜本的な税制改正議論の中で見直しを図ることを求めるも

のである。 

以上、地方自治法第９９条規定により意見書を提出するものです。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、２件について一括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

この意見案２件については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから意見案第７号 平成２７年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを採決し

ます。  

 この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第７号 平成２７年度北海道最低賃金改正等に関する意見書については、

原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、意見案第８号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書についてを採決します。  

 この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第８号 所得税法第５６条の廃止を求める意見書については、原案のとお

り可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 ただいま可決されました、２件の意見書の提出先並びに内容の字句等について、その整理を要

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

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 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９ 発議第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 発議第３号 各常任委員会議会閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 本件について、すでに各委員会ごとに検討されている事項であり、各委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続調査に付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（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすること

に決定しました。 

 

   ●日程第１０ 発議第４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 発議第４号 議員の派遣についてを議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 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が、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 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。 



 106 

 

○議長（田中誠君） 

 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２７年第５回 清里町議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。 

 

閉会 午後 3時２9分 


