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平成２７年第６回清里町議会定例会会議録（９月２４日） 

 

平成２７年第６回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  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。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

    なし   

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   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 

    農業委員会事務局長   二 瓶  正 規 

    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    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。 

  選挙第 ５号  清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

  同意第 ７号  清里町教育委員会委員の任命について 

  報告第 ２号  平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書

について 

報告第 ３号  平成２６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

  議案第３６号  北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

  議案第３７号  北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

  議案第３８号  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 

  議案第３９号  清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第４０号  清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一部を改

正する条例 

  議案第４１号  清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

   議案第４２号  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

   一般質問    （５名５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） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成２７年第６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１２５条の規定により、議長において３番 河口高君、４番 

前中康男君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（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、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 本定例会は決算認定が提出された議会であり、一般質問、決算審査、その他一般議案などか

ら判断して、本定例会の会期は、本日より９月２９日までの６日間とすることが適当と思いま

す。 

 以上が、議会運営委員会の結果であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日から９月２９日までの６日間としたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（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９月２９日までの６日間に決定しました。 

 

●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。 

  

○議会事務局長（小貫信宏君） 

 議長諸般の報告、６点についてご報告申し上げます。 

 １点目、議員の派遣状況及び会議・行事等の出席報告についてであります。（１）６月３０
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日小清水町において、斜里郡3町議長副議長会議を開催しております。田中議長、村島副議長

が出席し、3町の共通する課題等について協議及び情報交換を行っております。（２）7月7

日札幌市において、北海道町村議会議員研修会に全議員が参加し、記載の内容にて講演を受け

ており、広く研鑽を深めてきたところでございます。（３）７月23日、帯広市において北海

道議会議員新人研修会が開催され、河口議員、堀川議員、伊藤議員が参加しております。（４）

７月３１日、東京都において、オホーツク圏活性化期成会夏季要望が行われ、田中議長が総務

班として参加しております。地元選出国会議員及び総務省を初めとした関係省庁に対し、記載

事項についての要望を行いました。2ページであります。（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・行事に正副議長を初め、各議員が出席しております。３ページになります。 

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

開催されております。4ページになります。 

 ３点目、視察来町について。記載のとおり、中札内村議会より視察来町がありました。視察

内容は、清里町民プールの建設、維持管理及びプールを利用した健康管理促進事業についてで

あります。概要説明後、町民プールを視察しております。議会より議長が、町からは関係職員

等の出席説明をいただき対応しておりますのでご報告申し上げます。 

4点目、平成２６年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告について、５ペ

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

書の提出がありましたので、ご報告申し上げます。 

 ５点目、例月現金出納検査の結果について、平成２７年 6 月分、７月分、８月分について、

６ページから８ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

 ６点目、平成２７年第６回清里町議会定例会説明員等の報告について、９ページのとおりと

なっておりますので、ご参照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を申し上げたいと存じます。 

 まず、大きな１の主要事業の報告でございます。１点目の斜里地区消防組合、第３回臨時

会についてでありますが、６月の３０日斜里町庁舎３階の議場議事堂で開催されております。

付議事件につきましては、①から④までの４件でありまして、①及び②の工事請負契約の締結

につきましては、法の定めるところによりまして議決を求めるものでございます。①は消防救

急デジタル無線設備指令台システム整備工事に係る契約であります。②では、斜里署の消防庁

舎改築工事にかかる契約の締結等になってございます。③の財産の取得につきましては、清里
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分署にかかわる救急通信受付指令設備の取得について法の定めるところにより議決を求めたも

のでございます。④の平成２７年度斜里地区消防組合一般会計補正予算第１回につきましては、

斜里本署総合庁舎の修繕及び清里分署の人事異動に伴う人件費、並びに小清水分署にかかわる

防火水槽の撤去工事に要する所要額４５３万５千円を追加補正させていただいたものでござい

ます。 

次に２点目の国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会の要請につきましては、去る７

月の１６日記載の要望先に対しまして、維持管理協議会構成の網走市、大空町、斜里町、小清

水町、清里町の１市４町の首長におきまして、道営事業での緑ダム小水力発電施設整備事業の

新規採択についての要請活動を実施したものでございます。 

次に３点目のＴＰＰ閣僚会合を前に国会決議の遵守を求めるオホーツク緊急集会についてで

ございます。去る７月の２５日北見芸術文化ホールにて開催がされております。７月の２８日

から始まるＴＰＰ交渉の閣僚会合を前に、重要５農畜産物の関税維持などを掲げた国会決議を

守るように求めた緊急集会がＴＰＰ問題を考えるオホーツク管内関係団体連絡会の呼びかけに

より、開催がされたものでございまして、主催者代表の挨拶、情勢報告３つの団体からの意見

表明。そして最後に集会決議を採択し、閉会を致したところでございます。 

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

が、７月の２９日・３０日の両日にかけまして、記載の要望先に対し、期成会の構成の各首長

及び議長によりまして、整備の促進と予算確保について要請活動を実施させていただいたもの

でございます。 

続きまして、５点目のオホーツク圏活性化期成会夏季要望についてでございます。７月の３

１日、管内首長及び議長において要請活動を実施したものでありまして、全体では８班要請項

目３７項目でございます。それぞれの関係省庁及び大臣に対しまして、要請活動を実施させて

いただいたものでございます。私は農林水産２班として、興部町長と紋別市、佐呂間町の両議

会議長と共に、武部新衆議院議員と農林水産省に対し、記載の７項目について要望活動を実施

したものでございます。 

次に６点目の太田国土交通大臣及び佐藤農林水産大臣政務官の来網に伴うオホーツク圏活性

化期成会の要望会についてであります。去る９月の５日、太田国土交通大臣及び佐藤農林水産

大臣政務官が、オホーツク圏域の視察に来網されましたので、管内の首長及びオホーツク圏活

性化期成会役員におきまして記載の要請とオホーツク圏の活性化について意見交換を実施した

ものでございます。 

次に７点目のジャガイモシロシストセンチュウ植物検診の結果についてであります。去る８

月の１９日、農林水産省と北海道よりジャガイモシロシストセンチュウを網走市内の一部の圃

場で発生を確認したとの発表がありました。翌２０日には、ＪＡ清里農協の組合長より町に対

しまして、管内組合長会において、発生範囲を把握するために８月下旬までに抵抗性品種の馬

鈴薯圃場における植物検診を実施することが決定された旨の報告と、併せて関係機関に対して

の協力要請をいただきましたので、翌２１日に本町の農作物シストセンチュウ協議を緊急招集

させていただき、８月２４日より２８日の間において、植物検診を実施することを確認し、対

応を進めてきたところでございます。結果でございますが、植物検診の調査圃場につきまして

は、４８７筆でありまして、清里町におけるシロシストセンチュウの発生については確認がな

されておりません。また、８月２６日には横浜植物防疫所より国道３３４号線沿線の抵抗性品
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種における食物検診が行われております。本検診におきましても発生は確認されておりません

ので、ここにご報告を申し上げます。 

続きまして、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。１点目の議決工事の進捗

状況でございます。平成２７年度工事の９月１５日現在における進捗の状況でありますが、清

里町清掃センターの長寿命化改修工事焼却施設の部分につきましては、記載の工期、工事内容

により実施されておりまして、機械類工場製作の状況にあります。進捗割合は２２％となって

ございます。続きまして、２点目の農作物生育状況についてであります。５ページの方をお開

き願いたいと。過日道路の改良普及センターより９月１５日現在における農作物生育状況の調

査の結果について報告をいただきましたので、ご説明を申し上げます。まず、６月以降の気象

の推移でありますが、基本は６月中下旬から７月上旬にかけて低温に推移をいたしましたが、

その後は８月中旬まで高温となり以降、現在までやや低温ぎみに推移をしているところでござ

います。また降水量は６月中旬以降８月下旬までは平年を下回り、干ばつ傾向に推移をいたし

ましたが、９月に入り前線や台風などの影響もあり多雨傾向にありますが、気象全体としては、

おおむね安定した状況とのことでございます。それでは作物ごとにご説明を申し上げます。ま

ず、秋まき小麦きたほなみでありますが既に収穫が終わっておりまして、速報値で製品収量は

１２俵程度となっており、平年を上回る見込みとのことでありますし、品質も良好のことでご

ざいます。次の春まき小麦春よ恋につきましても、収穫が終了いたしておりまして、速報値で

は製品収量で７俵程度と平年を上回る見込みでありまして、品質も良好との報告でございます。

馬鈴薯のコナフブキにつきましては、生育の遅速では８日早く収穫期となっているところでご

ざいます。なお澱粉工場は、９月１日より操業開始をされております。ライマン価も平年並み

とのことで報告をいただいております。てんさいのレミエルにつきましては、生育の遅速で８

日早く、今週も平年値を上回っており、順調な生育とのことでございます。大豆のとよみずき

につきましては、茎長葉数は平均値を上回っておりますが、着莢数がやや少ない状況です。生

育状況は良好とのことであります。サホロショウズにつきましては、気温が低く経過したため

の登熟が遅れておりまして、生育の遅速で４日遅くなっておりますが、茎長、着莢数ともに平

年値は上回っておりますので、収量は平年を上回る見込みとのことでございます。飼料用とう

もろこしにつきましても、低温の影響で登熟が緩慢となっており、生育の遅速で４日遅く、湖

熟期で７９％となっております。稈長が平年を上回っておりますので、おおむね良好な成績と

のことでございます。牧草のチモシーにつきましては２番草の収穫期でありまして、収量は良

好とのことでございます。また収穫作業については、平年並みでありまして、ほぼ終了をした

ものでございます。 

次に大きな３の主な会議行事等の報告であります。３ページにお戻りを願いたいと思います。 

町内の施設見学についてでありますが、去る７月の４日町民プールほか、郷土資料館、武道

館などの教育関連施設において見学会を実施したものでございます。施設の見学と併せ維持管

理及び利用状況について職員よりご説明を申し上げ、施設の PRと今後一層の活用などについ

ての御理解をいただいたものでございます。 

次に北見清里会についてでございます。去る７月の４日、北見市のニューむつみ会館で行わ

れてございます。町からは私と職員２名で参加をいたしました。北見清里会からは二俣会長他

２１名の参加でございまして、交流会の席において清里町の現状や町政等の近況報告をさせて

いただき、かつ交流懇談を深め盛会のうちに終了いたしたところでございます。 
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次に斜里岳の山開きでございます。７月の５日、清岳荘前にて行われたところでございます。

山岳関係者及び登山者約１００名の参加をいただき、夏山登山の山開き安全祈願が行われたと

ころでございます。 

次に清里町戦没者追悼式についてであります。７月の１６日町民会館にて行われ、ご来賓並

びに関係の方々のご臨席をいただき、戦没者八十五柱の御霊に対し、献花方式により追悼式が

とり行われております。 

次にふれあい広場２０１５きよさとについてでございます。７月の２５日、保健福祉総合セ

ンターの前庭にて開催がされたわけでございます。当日は天候にも恵まれ、町内外から５１団

体の協賛と多くのボランティアの皆さんのご協力をいただく中、１０００名の町民の皆さんの

参加をいただき、障害者や高齢者の方々との交流を通じ、ノーマライゼーションの広い啓発が

図られたところでございます。 

続きまして４ページをお開きください。まちづくり懇談会についてであります。７月の２４

日から８月の１７、２０日までの間におきまして、町内全自治体を対象に緑、札弦・清里の各

センターにおいて、まちづくり懇談会を開催させていただきます。特に今回はまち・ひと・し

ごと地方創生に係る総合戦略の策定に向けた基本的な方針と具体的な施策などの要望につきま

して意見交換をさせていただいたものでございます。各地区における参加者は、記載の内容と

なってございます。 

次に第３６回ふるさと産業まつりについてであります。９月の５日、６日の両日にわたり、

清里市街及びモトエカ広場において開催がされております。５日はふるさと産業まつりの前夜

祭行事といたしましてじゃがいも踊りが行われ、町内外より２２団体、４１６名の参加をいた

だき盛会に開催がされたところでございます。また、じゃがいも踊りの終了後には花火大会と

交流ビアパーティーが開催されまして、多くの皆さんの参加をいただき、こちらの方も盛会の

うちに終了をいたしたところでございます。ふるさと産業まつり本番の６日につきましては天

候にも恵まれ、まちおこし青年団体のゆいまーるが制作したきよっぴと踊ろうと青年団による

竜神太鼓の編成を演奏でのオープニングに続きまして、正午からはＨＢＣラジオ公開放送での

歌謡ショーと最後にはお楽しみ抽選会が行われ、すべての行事を実施することができました。

また各種特産品の販売コーナー澱粉だんごなどの飲食コーナー・体験コーナー・展示コーナー

そして子供広場など町内外より多くの出店をいただき、盛会に開催されたところでありまして、

実行委員会はもとより後援、協賛、参加をいただきました多くの関係の皆さんに改めて感謝と

いう申し上げる次第でございます。参加来場者人数は９,０００名の推計がされております。 

次に清里消防団防災訓練についてでございます。９月の１３日、緑ヶ丘公園で実施されてお

ります。町内外より大勢のご来賓の皆さんの御臨席のもと、本部及び各分団より、団員６２名

の出動と各自治会及び職域職場からも多くの方々のご参加をいただき、団員による非常招集訓

練、広報訓練のほか大雨による災害対応訓練と林野火災で想定訓練の実施と町民の皆さんには

非常食の炊き出しと応急手当ての講習、やまと幼稚園の子どもたちによる放水体験等各種の研

修が所定どおりに行われたところでございます。 

以上申し上げ、町長の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。前中康男君。 
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○４番（前中康男君） 

今、町長のほうから、行政報告の中で、シロシストセンチュウに関わることについて、ご説

明がありました。この問題、特に当町は馬鈴薯生産そしてシストセンチュウは４０年来から出

ている当地として、大変農家の方々が危惧されてございます。 

そういった中、７月３１日オホーツク圏活性化期成会夏季要望において、東京の方にもじゃ

がいもシストセンチュウの対策強化ということで陳情に上がっていく、そしてまたこの段階で

はまだシロシストセンチュウの発生という情報はなかったのかなと思っております。そういっ

た中、シロシストセンチュウは、確かお盆明けだと思いますけども、報告、発生状況が発表さ

れました。そして本町においても清里町シストセンチュウ協議会は、８月の２１日に開催され

たかなと思っております。 

やはり管内的に大変問題でありますし、北海道としても場年生産の中では生産量も減算。あ

るいはほんとに蔓延化を防ぐという部分で、広域的な連携をとらなければ、そういった意味で

ＪＡがかなり精力的にいろんな部分で対応を協議なされているところでございます。 

行政として、オホーツク管内の中で首長同士の広域連携で、この議題、今までの中で話し合

いの場がもたれたのか、あるいは今後、そういう中で広域行政として取り組む方向性があるの

かどうかその点について御説明願います。 

 

○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ジャガイモのシロシストセンチュウの発生の関係と今後の対

応の件でございますが、御案内のように本町におけるシストセンチュウは、従来型の設置につ

いては、昭和５０年に発生が管内で一番最初に確認されたという地域でもございます。そうし

たことから斜里郡３町においては、じゃがいもシストセンチュウ対策協議会という協議会を構

成させていただき、対応を進めてきたというところでございますが、近年においては従来型の

シストセンチュウにおいては、蔓延を必ずしも防止することができなかったというようなこと

で、年々こう広がっている状況にございました。従来型の部分での対応を中心に進めてきたと

いうのが既にございました。どちらかというと高密度を、一度低密度に下げる密度対策とあわ

せて、抵抗性品種の栽培による密度の低下、被害のでないところでの馬鈴薯の栽培というよう

な方向で進めてきたというのが実情でございます。 

先ほどもありますように、この関係についてはオホーツク圏の活性化期成会においても従来

からシストセンチュウの抵抗性品種、特に澱原用品種の開発についての要請を受けて来たとこ

ろでございますが、これらについても一昨年、新たな品種がまた開発がされたということもあ

りますが、ここを１０年程度で一品種程度しか出てこないということがございまして、それを

早急に進めていただきたいという要望を続けてきていたわけでございます。そうした中に今回

は新たな系統のシロシストセンチュウの発生ということでありますから、このシロシストセン

チュウと従来型のシストセンチュウの抵抗性が全く違うということでありますので、従来型の

シストセンチュウ抵抗性品種では対応はできないということもありますので、これらについて

は、早急に開発を進めるように要請展開をしているところでもございます。 
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また管内の連携協議会とかそういう部分ではありませんが、あくまでもオホーツク圏の活性

化期成会関係ございますんで、そこに全首長そして議長も参加しての構成でありますから、そ

の中で対応していきたい。ただし、斜里郡においては従来から斜里郡のシストセンチュウ対策

協議会がございますので、そういう中での対応をしていきたいと思いますし、また清里町にお

いては農作物シストセンチュウ対策協議会ということでの対応させていただくということで、

執り進め等を行っておりますので、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） 

 今、町長からそういう形で斜里郡３町は連携をとった中で取り進めている。今収穫期を迎え、

これから繁忙期を迎えます。その中でやはり輸送の繁忙ということで、やはり土砂の流出、飛

散防止をどう抑えるかということで、聞くところによりますと農作物のテント被覆は業者によ

りますと、ある程度強制化されて運ばれている話を聞いております。そういった意味で、発表

はされていませんけれども、農家の方々でやはりそういう部分がある程度がわかれば、注意が

できるという話も聞いております。管理体制の中での情報の公開、これは本当に難しいところ

がございますけども、やはり農家にとってみれば死活問題。そういった部分で首長の連携の会

議の場でそういった部分やはり改めて強く要望なりしていただいたらと思っています。その辺

も含めて町長のほうで、ご配慮願えればと思っています。終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの件でありますが、全体としては先ほど申し上げましたようにオホーツク圏の活性

化期成会という組織がありますので、その中での対応とあわせて町村会があります。市を除く

町と村での構成している部分でありまして、この町村会の中においても、具体的な対応として

の取り進め、協議をさせていただきたいというふうに思っております。 

対応としては、今お話がありましたように、じゃがいもだけでなくて、ほかの作物の部分も

植えつけしてある出荷体制がそれぞれ違いますんで、有利道対策、飛散防止それから、区分と

いいますか発生してない作物と同時に出してしまうことによって、どうしても土壌の移動が大

きくなってまいりますので、それらを中心としながら、そしてまずは密度の濃いところが１回

密造を低減させる。そうしなければ次の対応が進んでいかないということなどもあります。 

これは斜里郡３町で進めてきたいろんな対策がございますんで、それらを参考としながら関

係の町村が情報提供していきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ありませんか。河口高君。 
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○３番（河口高君） 

まちづくり懇談会についてお伺いします。緑地区、札弦、清里市街、清里農村地区、各地域

で開かれた懇談会ですが、この参加人員が多いのか少ないのかという件についてお聞きしたい

のですが。私は、こういうものなのかなと感じております。これは、その設定された日の問題

か、時間の問題なのか、曜日の問題なのか。その辺の検証はされているのかどうかをお聞きし

たい。それと、今いろいろ討議されているレストハウスのアンケートが４件です。これが多い

のか少ないのか、この辺の広報の仕方だとか。これについてひとつ工夫が必要でないのかなと

いう気がしますので、その点お聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今回のまちづくり懇談会、特に先ほど申し上げましたような、まち・ひと・しごと創生に基

づく総合戦略の策定を今年度しなければということもありまして、それに意見を少しでも反映

させる意味におきまして、今回は７月の２４日、８月１７日から２０日と４日間にわたって開

催をさせていただいたところになります。 

御案内のように緑地区では２３名、清里の農村地区では１１名ということで、この人数が多

いのか少ないのかは、極めて判断が難しいというふうに思いますが、総じて全体の人数構成か

らいくと少ない方だなと見てもいいのかなというふうに思っているところであります。 

また、どうして少ないのかと言うようなことも含めての日時だとか、曜日だとかそういう部

分もあるのかなというふうに思っておりますが、今までもこの懇談会以外に町政懇談会をさせ

ていただいておりますが、自治会の主体的に開催された部分については、自治会のほうで取り

まとめしながら、参加報告をいただきますんでそれなりの方々が出席されますが、町の方から

こういう日程でありますといった場合には、余り多くはないというのが実態ではないかなとい

うふうに理解いたしております。また今後において曜日だとか時間帯とかは含めていろいろと

検討させていただければというふうに思います。 

それからレストハウスの改修時点におけるパブリックコメントということで、町民の皆さん

方からの御意見聴収をさせていただいたわけでありますが、これも基本的に具体的なペーパー

としてご案内をいただいたのは、４件あったというようなことであります。これも少ないのか、

多いのかと判断に苦しむところではありますが、それ以外にも今回のまち・ひと・しごとの関

係での意見聴取もアンケートと合わせて、やらさせていただいておりますが、実はこちらの方

は物すごい数の意見が上がってきております。まちづくり懇談会の中で直接反映されなかった

部分の皆さんの声も、アンケートを実施した時の自由記載欄の意見等上がってきておりますの

で、それらも踏まえながら策定作業を進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解を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） 

 答弁ありがとうございます。ただ従来からも少なかったところに、ひとつ将来的に工夫が必

要なのかと考えております。それは仕掛けの問題だろうと思います。一般にペーパーによる広

報が普通とされておりますけども、それ以外に我々議員を使うだとか。その地域に自治会単位

で自治会長なり。いろんな工夫が１つ必要かなと思います。せっかくの町長との懇談会の実の

ある仕掛けづくりを是非やっていただきたい。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 御指摘をいただきました、参加人数の向上に向けた取り組みという中でいろいろ創意工夫を

しながら、今後においても進めていきたいというふうに考えており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） 

 よろしいですか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 総合戦略の策定に向けた意見交換ということで懇談会。清里市街に住んでおりますから私も

いきましたけれども、１８名ということであります。３年前の平成２４年の９月１８日にも町

民懇談会はやっています。これは町民会館でやったんですけども、いずれも３年前の時は、第

５次総合計画に基づいてというテーマでやっているんですが、このときの参加人数は１６名で

す。本町で。今回は１８名で総合戦略に向けた意見交換ということで行政側としてはどうして

も今回のまち・ひと・しごとということで、テーマをつくってやるのはすごく理解をできるん

ですけども、やはり、こういうふうに参加人数が少ないにもかかわらず、先ほど河口議員も言

いましたけれども、まちづくりアンケートに対して９６７名の方にお配りをして４６７名の御

回答は来ているんですよ。それを踏まえた場合こういったテーマの中で懇談会をやるという理

解はできますけども、町民の多くの方は、半ば難しい議題のテーマであると、ほとんど足を運

ばないんですよ、これ現実なんですよ。町長も２期目になりまして、今年の執行方針を謳って

おりますけども、出来れば町民の意向を踏んだ場合には、こういうふうにテーマをつくらない

で、皆さんの意見を幅広く聞いていきながら、まちづくりをやるのが望ましいんじゃないかな

と思いますけども。その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 基本的にまちづくり懇談会、行政側で開催をするという部分とそれと自治会の懇談会という

形で開催している部分もありますから、すべて今回やったような方式と限っておりません。自
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治会の方からこういうことで意見交換会をやりたいんだと逆に申し込みをいただいてやってい

る方が、はるかに回数的には多いわけであります。そういう中では、こちらの方は主催であり

ませんので、テーマを絞るとかは無くて、全体のまちづくりに関わるそうした懇談をさせてい

ただいているということもありますので、そういう部分での懇談の方式と申し上げました町自

体が課題を抱えた中での懇談の部分も両立させながら、いろんな対応ができていければなとい

うふうに思っているところでございます。 

先程ありました総合戦略の策定に向けたまちづくりのビジョン調査の関係は、９６７調査で

あります。９６７の調査票を配布して結果、回収ができたのは４６７であります。ですから回

収率でいくと４８．３％、約５０％近い回収がされたと。この手の調査としては、かなり回収

率が高いというふうに思っております。この調査の対応をお願いする関係がありまして、ぎょ

うせいという会社にお願いをしてやっています。そこのぎょうせいが清里の回収率はものすご

い高いということでびっくりされていたということのお話を伺っておりますから、多分一般の

アンケートをやって５割戻ってくるというのはそうとう率的には高いんだろうというふうに思

っているところでございます。４６７のうち自由意見案に記載がされたのが１２７調査票であ

り、これもぎょうせいの担当者にしてみれば、こんな町村は無いと。ほとんど意見の一般自由

欄には書いてこないのが一般的なんだと。これが４６７の回収があって、そのうち１２７記載

されてくるというのは、よっぽどの町村ですねと評価をされた。中身のことは別ですが、そう

いう調査票に対しての自由意見が記載をされていたということでありますので、これらも含め

ながら、全体としての総合戦略作りに、取り組んでまいりたい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） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今町長おっしゃっているように約５割回答率があった。それだけ皆さん関心が高いというこ

とですよね。自治会と各懇談をさせていただいているという話なんですけども、自治会と懇談

会というよりも我々の自治会に関しては、新年会とかそういう形で町長を招待して、いろいろ

話し合う場なんですけども、実際これはお酒が入っていたりしますんで、そういう時に話を出

すのはなかなか難しいというふうに私は解釈しているんですけども、出来れば、今後先ほど私

が言いましたようにお酒の入らない席での町民懇談会を、テーマをつくらないでやっていただ

けるように検討していただければなというふうに考えております。ちょっと考えていただきた

いなとよろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まちづくり懇談会の開催の手法等含めて、十分に検討をさせていただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、町長一般行政報告を終わらせていただきます。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

  日程第４ 教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 それでは教育長の一般行政報告を申し上げたいと存じます。 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな１、主要事業報告であります。１点目、第５２回北海道市町村教育委員研修会につい

て。７月９日札幌市で開催され、道内で長年教育委員を務められた方への功労者表彰、北海道

教育委員会委員中村隆信氏による講話、文部科学省からの行政説明、各地域からの事例発表に

よるフォーラムが行われ、教育委員としての研鑽を深めてまいりました。 

２点目、教育委員行政視察について。本町教育の懸案事項等について調査研究を行うため７

月２３日、２４日の両日、後志管内寿都町及びニセコ町の視察研修を実施いたしました。視察

の主な内容は、現在文科省が導入を促進している地域と一体となった学校運営を目指すための

コミュニティースクールについてや地域の教育機関が互いに協力し、一貫した教育は目指す、

幼・小・中・高の連携について、両町の先進的な取り組みについて研修をしてまいりました。 

続いて、２ページをお開きください。大きな２主な会議・行事等の報告です。 

１点目、第８次社会教育中期計画策定委員会について。平成２８年度から３２年度まで５カ

年の計画策定にかかります第１回目の策定委員会６月２９日にプラネットにて、委員２７名の

出席のもと開催され、委嘱状の交付、委員長副委員長の選出等が行われました。なおこの策定

委員会につきましては、年内中に審議を終え、その後パブリックコメントを経て、来年３月ま

でに新たな計画書を策定する予定でございます。 

２点目、清里高等学校支援連携会議について。７月２日。プラネットにて開催され、来年度

以降の入学者確保対策について教育委員並びに高校中学校校長、教頭により協議をされました。 

３点目、町民プールオープン記念ＮＨＫジュニア水泳教室について。本年度新たに町民プー

ルがオープンしたことから７月１１日に元日本代表で北京オリンピック男子４００メートルメ

ドレーリレー銅メダリストの宮下純一氏をお迎えし、子どもたちを対象とした水泳教室が開催

されました。 

４点目、アンサンブルグループ奏楽・清里小学校金管バンド・清里中学校吹奏楽部・清里高

等学校吹奏楽ジョイントコンサートについて。７月１２日にプラネットを会場に、小・中・高

校生の演奏技術向上を図るため、札幌市より道内で活躍するプロの演奏家９名で構成するアン

サンブルグループ奏楽をお迎えし、児童生徒への講習会並びに合同コンサートが開催されまし

た。続いて３ページをご覧ください。 

５点目、スポーツ合宿の件について。７月３０日から８月２４日までの間、町内の各施設に

おきましてスポーツ合宿の受け入れが行われました。１つ目は、北見柏陽高等学校男子バスケ

ットボール部２０名により７月３０日から８月１日までの３日間、清里高校の生徒も参加し、
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トレーニングセンターを中心に行われました。２つ目は網走南ヶ丘高等学校陸上部１６名によ

り、８月１日から６日までの６日間、清里中学校との合同練習も含め行われました。３つ目は

東京大学陸上運動部長距離パート３９名。８月３日から２４日まで２２日間にわたり行われ、

５日の後援会主催による歓迎会、１１日の陸上教室、１５日には地域交流として盆踊りへの参

加。１９日は、清里中学校生徒との交流が行われ、箱根駅伝を目指しての有意義な練習と地域

の方々との積極的な交流がありました。尚、後援会では今年も１０月１７日に東京都立川市で

開催される箱根駅伝予選会での応援を計画しております。４つ目は、全道高等学校剣道合宿。

全道各地から１９０名の参加により、８月３日から６日までの４日間行われ、合同稽古や錬成

会が行われました。 

次に６点目、夏休み学習サポート教室について。８月３日から５までの３日間開催され、教

員経験者や現役大学生のボランティアのほか、今回は清里高校生も小中学生講師補助として協

力のもと小中高校生合わせて９８名が参加し、開催されました。 

７点目、清里高校生海外派遣研修事業について。１年生１２名、随行職員２名、それと私と、

一行１５名が、９月１１日から２０日までの１０日間、ニュージーランドモトエカ町、ウエリ

ントン市などの研修を終え無事帰町しました。例年通り清里高校も姉妹校でありますモトエカ

高校での体験入学、市内研修。そしてモトエカ町では、ホームステイを行うなど、異文化に触

れ、生徒たちにとって貴重な研修となりました。 

続いて４ページ。８点目、第３８回斜里岳ロードレース大会について。９月２０日プラネッ

ト周辺をスタート、ゴール地点として、参加エントリー者数７２４名にて開催されました。今

年は、ゲストランナーとして本町のふるさと大使になられました岡崎朋美さん、それと安田大

サーカスの団長さんにも参加をいただき、同時開催として、ローカルフードフェスティバルが

行われ、多くの方々の参加と御協力により盛会のうちに無事終了いたしました。 

次に、大きな３教育委員会の開催状況であります。第５回が７月２日、第６回が８月１７日

に開催され、それぞれ３の記載の案件について審議されております。続いて５ページをご覧く

ださい。 

大きな４その他の１、全道大会の出場についてであります。７月から９月に行っていまして、

５ページ６ページに記載のとおり、小学生、中学生、高校生そして一般成人まで野球・水泳・

陸上の各種目におきまして、多くの全道大会に出場をされております。特に（３）の一般成人

の高松宮賜杯全日本軟式野球大会（４）中学校の全日本少年軟式野球大会、（６）北海道小学生

陸上競技大会におきましては、それぞれ上位に進出をいたしておりますし、その他の競技にお

きましても、上位入賞とはなりませんでしたが管内の代表選手として、力いっぱい健闘をして

きております。各大会の出場者等につきましては記載のとおりでありますので、説明は省略さ

せていただきます。 

以上申し上げまして、教育長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。伊藤忠之君 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 教育長一般行政報告中でスポーツ合宿の受け入れというものがございます。その中で全道高
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等学校剣道合宿というのが８月３日から６日までの４日間行っているわけですけども、参加人

数を見ますと他の合宿比べて１９０名とかなり大人数ですね。各関係者は大変だと思います。

その中で町としての受け入れ協力体制はどうだったかという点が１点と、また次年度も受け入

れ要請はあったのかということを聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいまの伊藤議員のご質問についてでございます。全道高等学校の高体連剣道合宿という

ことで、今年度初めて受け入れをさせていただいております。今までも管内レベルの小学校中

学校ですとか、高校の各学校が集まっての合宿受け入れ１００名程度までは行っていたんです

けれども、約２００名近くということで、この協力体制につきましては、基本的には従来どお

りですね。教育委員会といたしましても公共施設の無料での開放を行い、施設の利用調整をで

きるように可能な限り調整をしながら行ってきております。 

具体的には町内各公共施設、武道館ですとか、トレーニングセンターそしてパパスランドの

そばにあります町民活動施設。これらを活用しながら、またお食事の提供ですとか、そういっ

た部分につきましても、直接教育委員会職員でございませんが、窓口となったものが動いた中

で、こちらも協力しながら調整をしてきたところでございます。そんなこともありまして、終

了後に責任者であります北見柏陽高校の先生から大変ありがとうございましたということでお

礼をいただき、出来ましたら来年も実施をさせていただきたいというお話をいただいておりま

すけども、今年度もそうだったんですけれども、やはり合宿の受け入れとなりますと時期が集

中していくということもございます。東大陸上部の方々も、今年も多く参加をしていただいて

おります。そういった施設の利用調整。これについてできる限り調整をしながら来年以降も協

力をして受け入れをしていきたいというふうに考えていると。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今、教育長からも答弁がありました。今後の受け入れの要請もそれなりにあったという形で

理解しております。そうであれば、今後のことをお話しされていましたが、宿泊施設及び食事

の関係です。そういうことも、もっと経営体制の強化と今言われた利用調整やいろんな団体も

ございますが、その中をいろいろ調整していただきながら、１９０名はかなり大掛かりなスポ

ーツ合宿になると思いますので、この町のＰＲもありますし、何とか継続していただきたいな

と思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 
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○教育長（岸本幸雄君） 

 伊藤議員おっしゃるとおり本町のＰＲ、そして当然地元の高校生、中学生とも一緒に研修を

するというようなこともありまして、非常に本町の教育のためには役立っている事業というふ

うに思っておりますので、できる限り早めにそういった調整を図りながら受け入れ体制を整え

ていきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。これで質疑を終わります。これで教育長一般行政報告を終わりました。 

 

●日程第６ 選挙第５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第５ 選挙第５号、清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、議会先例により指名推選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、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名すること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、議長が指名することに決定しました。 

 それでは、指名いたします。選挙管理委員に、羽衣町南 工藤特雄さん。同じく羽衣町南 樫

村信一さん。神威中 中西安次さん。羽衣町第１ 山崎美智子さん。同補充員に、第１位 羽

衣町第２ 田中一浩さん。第２位 羽衣町第３ 高橋俊幸さん。第３位 向陽東 岩崎克則さ

ん。第４位 水元町第２ 塩澤三奈子さん。以上の方を指名いたします。 

 お諮りします。 

 ただ今、議長が指名しました方々を、清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と決

定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、ただ今指名しました方々を、清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人

と決定しました。 

 

●日程第７  同意第７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 同意第７号 清里町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 
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 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第７号 清里町教育委員会委員の任命につきまして、提案理由

のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、現教育委員の石井幸二氏が９月３０日をもって任期満了となりますの

で、引き続き教育委員として任命をいたしたく、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附則第２条第２項の規定により、なお効力を有することとされる改正前の

地方教育行政組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるもの

でございます。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附則第２条第

２項は、改正前の法律による教育長の在職に関する経過措置でございます。改正前の教育長の

在職期間における教育委員の任命につきましては、改正前の法律第４条第１項の規定に基づく

とされております。委員は市町村長の被選挙権を有し、人格が高潔で教育学術及び文化に関し、

知見を有する者のうちから議会の同意を得て、任命するとする規定でございます。 

石井幸二氏は青葉１８７番地にお住まいで、昭和２７年６月１６日生まれの満６３歳でござ

います。なお任期につきましては、平成２７名１０月１日より平成３１年９月３０日までの４

年間でございます。履歴等につきましては、次のページに記載をしておりますので後程ご覧い

ただきたいと存じます。満場でのご同意を賜りたくよろしくお願いを申し上げ、提案理由の説

明と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。 

 本件については、議会先例により討論を省略いたします。 

 これから、同意第７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、同意第７号 清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意され

ることに決定しました。 

 

●日程第８  報告第２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 報告第２号 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別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。建設課長。 
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○建設課長（藤代弘輝君） 

ただ今上程されました、報告第２号 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計繰越明

許費繰越計算書につきまして御説明申し上げます。 

特別会計におけます繰越明許費につきましては、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定

により、翌年度への繰り越しを報告させていただきます。 

次のページをご覧ください。表にしてあります繰越明許費の繰越計算書につきましては、今

年３月に発生しました雪害による札弦クリーンセンター軒先破損の修繕に係る費用の翌年度へ

の繰り越しを行っております。内容につきましては、３月３０日開催の第３回臨時町議会で議

決いただきましたとおり、早期の修繕を目的として平成２６年度の下水道施設維持管理補修事

業のうち２６０万円を翌年度へ繰り越したものであり、財源は全額、一般会計からの繰入金と

なっております。以上で説明を終わります。 

 

○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。 

 これで、平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書についての報

告は、終わりました。 

 

●日程第９  報告第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 報告第３号 平成２６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議

題とします。 

 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただいま上程されました、報告第３号「平成２６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報

告について」説明申し上げます。 

 本件につきましては、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項の規定に

より、監査委員の意見を付して議会に報告するものです。 

 同法第３条第１項の規定の内容は、「地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を

受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費率及び将来負担比率並び

にその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該

健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならない。」と

するものであります。 

 なお、健全化判断比率につきましては、４つの比率のうち、一般会計等における「実質赤字

比率」及び特別会計を含めた「連結実質赤字比率」は共に黒字決算となっており、債務負担や

一般会計以外の会計の地方債償還負担見込みや退職手当支給予定額等を含めた負担比率を示す

「将来負担比率」は健全財政を維持しており、算定上比率は生じておりません。 
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 また、標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す「実質公債費比率」は１０．

３％で、国の示した早期健全化基準を大きく下回るものです。 

 次のページをお開き下さい。 

 本ページは、監査委員からの意見書となっております。 

 監査委員の審査意見は、記載の通り、「健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の

基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると認められる。なお、各健

全化判断比率は、ずべて早期健全化基準を下回っている」としております。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○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、報告第３号 平成２６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを、終

わります。 

 

●日程第１０  議案第３６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 議案第３６号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約を議題と

します。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 只今上程されました、議案第３６号「北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約」

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、地方自治法第２８６条第１項規定により、規約の一部変更について、

議会の議決を求めるものであります。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定は、一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数

を増減若しくは共同処理する事務を変更し、又は、一部事務組合の規約を変更しようとすると

きは、関係地方公共団体の協議により定めるものとする規定であります。 

 次ページをお開き下さい。 

 本件につきましては、北海道市町村総合事務組合に、加入及び脱退する団体が生じたことに

より、規約別表第１及び別表第２の一部を変更するものであります。 

 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表により、ご説明申し上げますので、審議資料の１ペ

ージをお開きください。 

 改正後の規約にてご説明いたします。 

 別表第１中、石狩振興局において「道央地区環境衛生組合」を、渡島総合振興局においては

「南渡島青少年指導センター組合」を、十勝総合振興局においては「東十勝消防組合外３消防

組合」を削り、「とかち広域消防事務組合」を加えるものであります。 
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 別表第２中、第１項において「音更町外１７町村」及び「東十勝消防組合外３事務組合」を

削るものであります。２ページをお開きください。第９項においては「道央地区環境衛生組合

外５事務組合」を削り、「とかち広域消防事務組合」を加えるものであります。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであります。 

 以上で、提案理由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。 

 これから、議案第３６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３６号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約は、原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第１１ 議案第３７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 議案第３７号 北海道市町村退職手当組合規約の一部を変更する規約を議題と

します。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 只今上程されました、議案第３７号「北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する

規約」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、地方自治法第２８６条第１項規定により、規約の一部変更について、

議会の議決を求めるものであります。 

 次ページをお開きください。 

 本件につきましては、北海道市町村職員退職者組合に、加入及び脱退する団体が生じたこと

により、規約別表の一部を変更するとともに、規約の書式を変更するものであります。 

 それでは、別冊の審議資料３ページをお開きください。 

 別表中、石狩において「道央地区環境衛生組合」を、渡島においては「南渡島青少年指導セ

ンター組合」を、十勝においては「西十勝消防組合外３消防事務組合」を削り、「とかち広域
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消防事務組合」を加えるものであります。 

 附則につきましては、施行期日及び規約書式の変更を定めるものであります。 

 以上で、提案理由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。 

 これから討論を行います。討論は、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。 

 これから、議案第３７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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、議案第３７号 北海道市町村退職手当組合規約の一部を変更する規約は、原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第１２ 議案第３８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第３８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する

規約を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 只今上程されました、議案第３８号「北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を

変更する規約」について、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

議会の議決を求めるものであります。 

 次ページをお開きください。 

 本件につきましては、条文の文言整理に伴う一部変更と加入及び脱退する団体が生じたこと

により、規約別表第１の一部を変更するものであります。 

 それでは、別冊の審議資料５ページをお開きください。 

 第１条中、アンダーラインで示している箇所を「議員及びその遺族の生活の安定と福祉の向

上に寄与することを目的とする」に改め、５ページから６ページの別表第１中、「道央地区環

境衛生組合外５事務組合」を削り、「とかち広域消防事務組合」を加えるものであります。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 
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 以上で、提案理由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。 

これから討論を行います。討論は、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。 

 これから、議案第３８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３８号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する

規約は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１３ 議案第３９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 議案第３９号 清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

只今上程されました、議案第３９号「清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改

正する条例」について、提案理由のご説明を申し上げます。次ページをご覧ください。 

今回の改正は、子育て世代へのさらなる負担軽減策として、医療費助成の対象となる子供の

年齢を１５歳に達する日以降最初の３月３１日までから１８歳に達する日以降、最初の３月３

１日まで３年間拡大し、制度の拡充を図るための改正を行うものでございます。 

それでは別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げますので、審議資料の７ページ

をお開きください。 

まず、条例の題名を清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例から清里町子育て支援医療費

の助成に関する条例に改めるとともに、本文中の乳幼児等を子供に改めるものでございます。

第２条第１号中、乳幼児とは、満１５歳に達する日（誕生日の前日）以降の最初の３月３１日

までのものを言うを、子どもとは満１８歳に達する日（誕生日の前日）以降の最初の３月３１

日までのものを言うに改めます。第３条中、第２号の次に受給の除外要件として、第３号婚姻

したもの、８ページに移ります。第４号保護者に監護されていないものの２号を加えるもので

ございます。第４条第２項中、前項を４条第１項に改め、但し、前項に係るものについては、
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受給者証の交付行わないを追加いたします。また第２項を第３項に改め、第１号の次に第２項

として満１５歳に達する日以降の最初の３月３１日を過ぎたものに係る認定申請は、助成の申

請とあわせて行うことができる。を加えるものでございます。９ページ、附則につきましては

施行期日を定めるものであり、但書きにより平成２７年９月３０日以前の受診に要した医療費

については、従前のとおりとするものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（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。討論は、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。 

 これから、議案第３９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３９号 清里町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第４０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 議案第４０号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

ただ今上程されました、議案第４０号清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置

条例の一部を改正する条例につきまして提案理由のご説明を申し上げます。次ページをご覧く

ださい。 

今回の改正につきましては、先ほど議決いただきました清里町子育て支援医療費助成の拡充

に伴い、受給対象となる方の納税・納入義務を明確にし、公平性を確保するため制限する行政

サービスに追加を行うための一部改正をするものでございます。 

それでは別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げますので、審議資料の１０ペー

ジをお開き願います。 

改正後の条例別表第２に第２６項として、清里町子育て支援医療費の助成事業のうち、子供

の年齢が満１５歳に達する日以降の最初の３月３１日を過ぎたものに関することを加えるもの
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でございます。 

附則につきましては施行期日を定めるものでございます。 

以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（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。討論は、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。 

 これから、議案第４０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４０号 清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第４１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１５ 議案第４１号 清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 只今上程されました、議案第４１号「清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例」につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」いわゆる「番号法」の施行に伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、別冊の審議資料１１ページをお開き下さい。 

 第１条につきましては、従来の個人情報の規定に、番号法で定義する特定個人情報の規定を

加えるものであります。以下、同様の改正箇所がございますが、説明は省略させていただきま

す。 

 第２条につきましては、第３号を第６号とし、第３号で「特定個人情報」、第４号で「情報

提供等記録」、第５号で「特定個人情報ファイル」に関する定義を加えるものであります。 

 １２ページをお開き下さい。 

 ５条の次に、第５条の２として、「特定個人情報保護評価」にかかる規定を加えるものであ

ります。  



 25 

 第６条につきましては、見出しを「特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限」に

改め、同条第１項に特定個人情報にかかる規定を加えるものであります。 

 次に、第６条の２として、第１項から第４項において「特定個人情報の利用の制限と例外的

な利用」の規定を加えるものであります。 

 第１１条につきましては、「特定個人情報にかかる開示請求に対する決定期間」の規定を加

えるものであります。 

 １４ページをお開き下さい。 

 第１４条第４項において、個人情報を保有する実施期間に対し、第１号では、特定個人情報

の利用の停止または消去、第２号では、特定個人情報の提供の停止の措置を請求することがで

きる規定を加えるものであります。 

 第１５条においては、その請求の手続きの規定について、第１６条においては、その請求に

対する決定期間の規定を加えるものであります。 

 第１６条の２につきましては、訂正等の請求について訂正する旨の決定に基づく情報提供等

記録の訂正の実施をした場合において提供先等への通知の規定を加えるものであります。 

 第２１条第１項においては、法令等の規定により開示手続きが定められている個人情報から

特定個人情報を除外する規定を加えるものであります。 

 １６ページをご覧下さい。 

 第２項では、法令等の規定により訂正等の手続きが定められている個人情報の適用除外の規

定を加えるものであります。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであります。 

 以上で、提案理由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。 

 これから討論を行います。討論は、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。 

 これから、議案第４１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４１号 清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例は、原案のとお

り可決されました。 
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    ●日程第１６  議案第４２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 議案第４２号 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 只今上程されました、議案第４２号「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」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、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」いわゆる「番号法」の施行に伴う特定個人情報に関する措置について、関係する２

条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、別冊の審議資料１７ページをお開き下さい。 

 １つ目の「清里町手数料徴収条例」の一部改正につきましては、第１条として、別表中、第

２９項から第３６項まで１項ずつ繰り下げ、第２９項として「通知カードの再交付手数料１件

につき、５００円」とする規定を加えるものであります。 

 第２条につきましては、別表中、第３０項を「個人番号カードの再交付手数料１件につき８

００円」に改めるものであります。 

 １８ページをお開き下さい。 

 ２つ目の「清里町介護保険条例」の一部を改正するものであり、第３条につきましては、第

８条の「保険料の徴収猶予」及び第９条の「保険料の減免」における、個人番号の記載の規定

について改正するものであります。 

 第４条につきましても、第８条の「保険料の徴収猶予」及び第９条の「保険料の減免」にお

ける、個人番号の添付書類の規定について改正するものであります。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであります。 

 以上で、提案理由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。 

 これから討論を行います。討論は、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。 

 これから、議案第４２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４２号 行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に

関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第１７  一般質問 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第１７ 一般質問を行います。発言を許します。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 はい、4番。先に通告してありました清里高校入学者確保対策について質問させていただき

ます。今年度入学者が１２名。そのうち地元の清里中学校から１０名の入学者と大幅に減少し、

先日、公立高校学校配置計画が道教委から出された中で、オホーツク東学区において、特にそ

の中で２８年から３０年の中で地域キャンパス校において、１学年２０名未満となり、その後

も生徒数の増加が見込まれない場合、再編整備の検討が必要であると記載されております。そ

ういった中、小清水高校においては平成２８年度より募集停止となることから、清里高校入学

者確保対策の観点から清里中学校・小清水中学校両校の生徒及び保護者に向けて高校入学に関

するアンケート調査を実施し、それらを踏まえた中で、新たな清里高校総合支援対策を実施す

る運びになっております。特に町外からの通学支援のあり方、そして特色ある教育支援のあり

方をどのように考えられておられるのか、この２点について教育長の所見を御説明願います。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいまの前中議員の御質問につきましてお答えを申し上げます。清里高校の特色ある教育

活動の支援及び入学者確保対策であります。 

清里高校総合支援対策事業につきましては、平成１６年度より当初２間口維持のため実施を

し、その後平成２１年度の網走南ヶ丘高校をセンター校とする地域キャンパス校の指定、平成

２４年度の地元中学校からの進学率の大幅な減少とその時点の状況や情勢の変化とともに見直

しを図り、生徒確保を図ってまいったところでございます。しかしながら先ほど議員からの御

指摘のとおり、平成２７年度の入学者が全体で１２名。地元中学校からの入学者が１０名で地

元からの進学率３割弱と大幅に減少したため、来年度以降の入学者確保を行うために、これま

での清里高校総合支援対策事業の抜本的な見直しが必要となったところであり、アンケート調

査等を実施したところでございます。なおこれまでの支援内容につきましては、高体連出場経

費補助・学力テスト模擬試験等の経費補助・資格取得等対策補助・入学支度金の補助・ニュー

ジーランド研修と交換留学・特色ある学校づくりのための学習サポート教室や部活動講師の招

聘・大学入学資金の貸し付け等を行ってきております。 

御質問１点目の町外からの通学支援の考え方についてでありますが、まずは来年度から、地
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元高校が募集停止となります小清水町からの生徒を確保するために、小清水町からのバスの運

行または交通費の補助等による通学支援を実施してまいります。現在、各中学校におきまして

は、進路相談等が行われております。これが１０月中には今の中学３年生の進路希望がおおよ

そ固まってまいりますので、清里中学校を始め、近隣の小清水町、斜里町、網走市などの状況

を確認し、今後の対応を協議してまいりたいと考えております。小清水町からの希望の状況に

つきましては、現在既に通学している１年生２名の生徒のことも考慮した上、大所高所から通

学支援の手法について検討し、議会とも協議をさせていただきたいと思っております。また、

そのほかの町外生徒の通学支援につきましても、成績優秀者に対しましては、ＪＲ運賃相当額

の交通費の補助等を予定しているところでございます。 

次に２点目の特色ある教育支援のあり方についてでございます。現在清里高校におきまして

は、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

のメリットを最大限に生かし、きめ細かな指導や地域と連携をした特色ある教育活動を行って

いただいております。今後におきましては、従来からの各種支援に加えまして、優秀な生徒を

確保、育成するために国公立大学・入学者に対する入学金及び初年度授業料の補助。また受験

対策といたしまして、通信制予備校の在宅受講コースにかかる受講料の補助等を行い、清里高

校全体のレベルアップへとつなげていきたいと考えております。このことと１点目でお答えし

た通学支援、これを合わせ町外からもできるだけ優秀な生徒に来ていただくことで、清里高校

の魅力アップを図り地元の清里中学校からの進学率向上につなげていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

また国際理解教育英語教育を推進するため、従来から行っておりますニュージーランド海外

派遣研修や交換留学による英語教育の推進、ＡＬＴ外国語指導助手の増員による高校への重点

配置などを検討しているところでございます。さらに小中高連携によります夏休み・冬休み実

施しております学習サポート教室や将来に向けた生徒の職業観等を身につけるためのキャリア

教育の推進、部活動の支援として、現在も実施しております吹奏楽やバスケットボール部に加

えまして、バトミントン等の専門的な外部指導者の新たな招聘などを行ってまいりたいと考え

ております。生徒数の減少や進路希望の多様化の中で、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１学年２０名以上の生徒の確保。地元からの進学率の向上を目指し、町とい

たしましてもできる限り支援を行い、魅力ある学校づくりの推進を図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存じます。 

以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今教育長の方から、私の２点ほどの質疑に対しまして答弁がございました。その中でまず通

学支援という形で今回取り上げたわけですけども、今聞くところによりますと、学校説明会等々

に２２名ぐらい来年度入学希望という話を聞いております。その中でやはり小清水の生徒に対

する当町における通学支援のあり方ということで、先般の委員会等でもありましたけども、そ

の流れの中でアンケート調査をもとに何らかの通学支援を確保する形で小清水中学校からの生
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徒を呼び込みたいという部分で、かなり施策として実効性があるかなというふうに私自身も思

っているところでございます。その中でなかなか現行のスクールバスの運行の中でそういう形

で運行するって話も聞いておりますけども、人数によってはハイヤーを購入するという委員会

の中でも説明がありましたけども、そこら辺について、今の段階で教育委員会あるいは教育長

として、どのようにそこらあたりをおさえているのか。そして斜里あるいは小清水網走からの

通学者に対しては、１つのハードルといいますか、成績３．５という部分の交通支援対策、こ

れは多分定期に対する助成かなと思っております。この施策、従来も清里高校支援策の中では、

あったのかなと思っております。その中でいろいろ種々問題があった中で、今回１つの成績の

部分のハードルを設けたということで提示があった訳ですけども、その辺小清水に対する通学

支援のあり方、そして網走・斜里の中学生に対する支援の在り方、この二面性から今の段階で

教育長は具体的にどう考えておられるか、もう一度その辺再質問という形で、答弁願えればな

と思っております。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいまの主に2点の内容ということで、答弁をさせていただきたいと思います。 

まず小清水町からの生徒に対する支援。現在のところの考え方ということでございます。先

ほども申し上げましたけれども、現在中学校におきまして、進路相談保護者含めた３者面談等

が、今後行われているところということで、それらの状況を各学校からも情報を収集しながら

人数等おおよそ把握した上でどういった支援の方法が良いのか。果たしてバスを運行するだけ

で人数が集まるのか。そこまでいかず交通費に対する支援等になるのか。その辺は、今後その

人数等の状況を踏まえて協議検討をさせていただきたいと。車両等の導入があったといたしま

して、そういった先ほどハイヤーというお話もございますけども、それぞれの人数に応じた車

両の配備というのを、これも検討していく必要があるというふうに考えております。 

また小清水町以外の町外からの生徒の支援ということでございますけれども、平成１６年度

始まった当初、町外から来る生徒すべてに対しまして、交通費助成をしておりました。その中

で一定の成果があり生徒の確保にもつながっていたわけでございますけれども、その後、人数

の伸び悩みとまた学校の運営状況に対するいろんな部分での影響問題等もございまして、今後

につきましてはとにかく清里高校を魅力のある学校にする必要がある。それによって地元の子

どもたちが網走とかではなく、清里高校を選択したくなる高校にする。そのための施策という

ことでいろんなことをやってまいりたいと考えておりますので、そういった部分で今成績が何

点何ぼ以上とかっていうことはですね、またこれは現在もまた今後も高校側とも協議をしてい

きたいと思っておりますけれども、余りハードルは高くしないで、できるだけ優秀な子も集め

ていきたいということで、それに対する斜里ですとか、網走になりますとＪＲがございますの

で、そういったものの交通費に対する支援という形を考えているところでございます。 

いずれにいたしましても、この考え方は、そういった人数状況を把握した中で、再度また協

議検討させていただき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。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今スクールバス、ハイヤーという私の方からの話がありましたけども人数の掌握ができるか

という答弁であったのかなと思っております。じゃあその人数何名であれば、そういうハイヤ

ーを購入する、あるいはそういう形でスクールバスの広範囲な運行規程なりを考えるのかって

いう部分。そこら辺の説明、改めてもう一度質問したいんですけど。その辺どう考えなのかお

聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 これにつきましては、大変難しい問題だというふうに認識しております。いずれにいたしま

しても、現在既に１年生に２名の生徒が小清水町から通学をしております。既存のスクールバ

スの路線を利用するなりの通学もされているということでございますけれども、この２名も含

めた中で、３年間見通した中で、どれ位の人数になるのかということも考えていく必要があり

ますので、当然１人や２人ではバスを運行するということになりますと、経済的な負担は費用

対効果の面から見ますと難しい部分があると思いますので、そういった部分をできる限り的確

にとらえまして、今の１年生の２人も含めた中で、車両の導入ができるかどうかというところ

を考えていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 教育に費用対効果という言葉は適切でないのかもしれませんけども、やはりそういう部分の

中で車両を確保するとなるとそれなりのものが必要だと、それは重々わかります。小清水中学

校の生徒たちにおいて小清水高校の間口が募集停止という形で、北海道の方から通学支援とい

う形で助成措置が出ているわけですけども、しかしこの道からの通学支援に対する交付条件に

所得制限があり、かなりハードルが高い部分がある中で、仮に通学バス、スクールバスの話し

をしているんですけども、国なり道なり高校教育における募集停止による高校教育の統廃合と

いう形の中で交付案件として可能なのかどうか。一般的には小中学校の統廃合の案件では、ス

クールバスの購入等は、国なり道はあるんですけども、おそらく高校ではないのかなとは思う

んですけども、現実おかれている交通体制の中で行政間交通システムがないという実態の中で、

こういう場合あるのかないのか。そこら辺検討されているのかもあわせて今の２点についてお

聞かせ願います。 
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○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 通学バスの自治体での購入についてと理解いたしましたけども、これにつきましては小中学

校のスクールバス購入、運行に関する支援というのは制度としてございますけども、高校とい

うところまではございません。それでこの辺実際バスを購入するのか、導入するかというとこ

ろは、まだわかりませんけれども、仮に人数が集まってバスを運行しましょうとなった場合に

つきまして、その手法ですけれども、現在の小中学校を運行している民間の車両を活用する中

で、それを高校にも路線を設けて運行委託をしていくという形が考えているところでは、一番

やりやすい方法かなと考えているところでございます。 

道からの高校の募集停止にかかる支援という中におきましては、通学費１万円を超える部分

が出るということですけれども、先ほどお話ありましたとおり所得制限がございますので、正

確な数字っていうことではないですけども、小清水町の教育委員会とも話をしている中で、小

清水町の場合、農業者の方も結構いらっしゃって所得もそれなりにあるということで、この所

得要件の対象にならないご家庭が多いのではないかというお話もございまして、小清水町側か

らも道に対しましては、その要件についての緩和要望はされているようですが、道といたしま

してはそういったところは現在のところ考えられていないという状況のようでございます。 

話戻りますけども、仮に運行するとなった場合に、どういった方法が適切かということも併

せて協議をさせていただきたいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 やはり実効性のある通学者の希望者に対するスクールバスなり、それなりの足の確保という

ことをやはり前向きに検討していくという話がありました。やはり私もそういう考えを持って

いる１人でありますし、あとここは教育長同士やはり小清水町にも、今のような当町としても

何らかの形で通学支援としての交通手段のあり方を検討しているという部分の話し合いが、ど

のような形で今までなされてきたのか私はわかりませんけども、もう時期的に３者面談、先ほ

ど教育長も１０月までにはある程度子どもたちの進路を決める段階にきているという中で、メ

ッセージも小清水町の教育長に対して同じように発信していかなければならないし、またそう

いう場面で話し合いがもたれているのかなと思うんですけども、現実問題そこら辺どのような

形で取り進んでいるのか。わかる範囲でお聞かせ願えればなと思います。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 小清水町とのこれまでの協議と申しますか、お話し合いといいますか、そういった状況につ

きましては、あくまでも道教委から示されました２８年度小清水高校募集停止ということは３

年前から出てきたわけでございますけれども、小清水町側といたしましては、できる限り地元

小清水高校にまだ生徒がいらっしゃいますので、ここに多くの生徒を確保し、運営をしていき
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たいという考えがございました。そんな中水面下では教育委員会、教育長同士も協議をさせて

いただいておりまして、募集停止になったあとのどういった方法が考えられるのかということ

で、こちら側からはやはり小清水町といたしましても、地元の子どもたちの学ぶ場、将来のこ

とを考えた時に何らかのそういう支援策をとるべきではないでしょうかというお話もさせてい

ただきましたけれども、小清水町といたしましては、人数４０名ないし生徒がいる中で、網走

ですとか、北見ですとか、いろんなところに進学をされている生徒さんがいらっしゃるという

中で、清里町にだけに特化した支援というのがなかなか難しいという情報もいただいていると

ころでございます。 

ただ清里町側からその生徒を呼び込むための制度、施策につきましては、最大限協力できる

ところは、協力はさせていただきたいということで話を進めながら準備をしてきておりますの

で、今年の３月には通常町外の子どもに対して、よその町からアンケート調査をするというの

は余り例がないことでありますけども、これにつきましても積極的に御協力をいただき意向確

認ができたという状況でございますし、今後もそういったお互いにできる部分、協力をさせて

いただきながら小清水町の子にとってもしっかりとした学ぶ場を確保するということそして本

町の清里高校の存続のため地元中学校の生徒たちのためにいろんな支援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、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 この間口停止によりまして高等教育の中で、まさに斜里郡３町の中で協働共創のまちづくり

で自立の道を歩む3町の中で本町もそうでありますし、小清水町もそうであります。そういっ

た中、やはり教育の広域連携といいますかそういう形の中で、３町が手を取り合ってというわ

けじゃありませんけども、連携をとりながら教育全般にわたって、連携関係を築いていく方向

でやはり邁進していただきたいなと思っております。 

次に２点目の質疑に移らせていただきます。特色ある教育支援のあり方についてであります。

先ほどの１点目の中で、これまでになく例えば他町に対する生徒に対して支援を出している、

学校、ましてやそういう行政、町は無いというふうに私も思っております。そういった中で、

やはり清里高校の存続においてやはり１丁目１番地は、やはり教育の質、あるいは教育の向上

に向ける対策ということで、今回教育委員会からもかなり斬新的な取り組みが何点か入ってお

ります。特に国公立大学の入学金及び初年度の授業料の補助などは、本当にここまで行政がす

るのかなという部分もあります。ただそこにはやはり同じ町内に住みながら他の高校に通学し

ている同じような境遇に、国公立に入学する町民の方々もいる現実がございます。そういう部

分やはりここは説明責任ではございませんけども、どのように考えられておられるのか。そこ

らへん説明願えればなと思っています。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 
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○教育長（岸本幸雄君） 

 特色ある魅力ある学校づくりのための支援ということで、先ほど申し上げました３月に実施

いたしました、本町と小清水町の生徒及び保護者に対しましてアンケート。このアンケートの

集計の結果の中にもやはり清里高校に望むものは、もっと国公立大学等をはじめ優秀な生徒に

集まってほしい。そして地元の子にすれば、清里中学校までに一緒にいた生徒以外のいろんな

生徒ともそういった交流をしていきたいといった要望があったところでございます。その中の

優秀な生徒たち学校全体のレベルアップを図るための施策ということで、この国公立大学入学

者に対する補助というところを打ち出しているわけでございますけども、これにつきましては

いろんな考え方がございますから、賛否両論あろうかというふうに思いますけども、やはり少

しずつでも清里高校からそういった国公立大学などに進学できるというところの実績を少しず

つ積み上げていかなければならないと。１年 2 年ではなかなか難しいというふうに思います。

これまでも清里高校からは道内の教育大学ですとかまた道外の国立大学などにも入学をされて、

現在も社会人として活躍をされている生徒もおります。そういったところを今後ももっと生徒

が増えるようにということで施策を打ち出したところでございます。 

前中議員のおっしゃる清里高校以外の学校に希望している生徒の措置ということでございま

すけれども、できるだけ地元の高校を選んで欲しいという、こちらの強い考えからの施策でご

ざいます。既存のその制度の中におきましては、町外に進学する場合につきましても町からの

奨学金制度というものもございますので、そういった部分でこれは高校から使えます。町外の

高校に進学する場合も使えますし、大学に進学する場合もそういう無利子の融資制度も奨学金

として数年前に金額も増強した中ございますので、そういったものの活用をして、また進学を

されるということが可能となっておりますので、清里高校の魅力を高めるためということでの

施策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） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 他の高校に通学する町民の方の世帯に対する話の中で、教育長の方から清里高校を存続し、

そして魅力ある高校にするための施策という強い話かなと私は思っております。確かにそうい

った部分で本町の小中高の教育レベルは、かなり管内的にも上位にランクされているという話

を聞いております。そういった中で、清里高校の特色ある形の中で、今回の国公立の支援とい

う形が出て、そういう子を輩出できる下地も僕はあるのかなという部分では重々理解している

一人であります。ただやはりそこには、いろんな意見もあるのも現実かなというのも理解して

いただきたいという部分もあります。 

それともう１つ、今国公立の支援の中、これまた大変な財政出動で、やはり１年にかかる入

学金と学費で、数字的には９０万弱部分が免除されるのも事実であります。そういった意味で

そこらへんも十分認識しながら、説明力をやはり今まで以上に教育長の方から発信していただ

ければなと思いますので、その辺も含めて、もう一度質問になりますけども答弁のほど、よろ

しくお願いいたします。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 確かに今前中議員おっしゃるとおり、入学金そして授業料と合わせますと、約90万弱とい

う金額を補助するということになります。先ほども申し上げましたけども清里高校に入ってい

ただければ、学校の支援体制、少人数の指導の中で、本当に先生方マンツーマンでの夜遅くま

での個人指導も含めて指導していただける状況にございます。また加えまして、もう一つの新

たな施策としまして、本当に進学、受験を考えているという生徒に対しましては、大手の通信

制の予備校の受講料を助成していきたいと。かつてそういった支援の中で、札幌等の都市から

予備校のそういった講師を招いたりすることはできないだろうかということもございますけれ

ども、１人でも来ていただくとそれは数１００万単位のお金が必要になってくるということで、

今そういった通信制が、特に地域の子どもたちに対しましては主流となっておりますので、そ

ういったところも支援をし、高校に入ってからも学校と、そしてそういった塾等の講師の手厚

い指導を受けて、是非国公立大学を目指して入っていただきたいという気持ちでございます。

従いまして、清里高校は今までもそうですけど、これからも国公立大学入れるんですというと

ころを目指していきたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 特色ある学校づくりと形で、通信制の受験、予備校の受講の話をされたのかなと思っており

ます。それとまた同じように新しい取り組みではあるのかなと思うんですけども、今までもあ

りますけども英語指導助手ですか。ＡＬＴの複数化を検討したいという形で清里高校、昨日教

育長もモトエカに訪問されて、かなり堪能な英語力で、現地で高校生と共に英語の情報の発信

の力を肌で感じとったんではないかなと思っております。そういった意味でＡＬＴの加配です

か、１人ないし２人を検討したい。そこにはやはり本町における英語教育、これは町長もかね

がねいろんな部分で、幼少期からのグローバリゼーションな英語力を子どもたちに与えたいん

だという旨で、ソーラー事業で得た益金の一部とあわせた中で子育て支援という形の説明がご

ざいました。そういった意味で、やはりその英語教育やはり小中高の一環の中で、やはり今後

精力的に進めていくのかなという部分思っております。英語教育がすべてじゃありませんけど

も、その連携で清里高校の魅力を改めて情報発信するということで教育長の考える英語力につ

いて小中高の連携でどう捉えるのか。 

私自身考えるところが１点ございまして、やはりある程度、小中も連携した中で英語教育の

特化、ここは現場の学校の運営にも色々ちょっとかかわる部分でございますけども、ある程度

認知されております英検なりを中学校レベルでも積極的に導入できるんであれば、そういった

中で受験する。そしてその１つの上級学区である高校、清里高校という形でまた、それを集大

成の中で継続できるような形が私自身としては理想かなと思っている１人でありますけども、

その辺について英語教育の観点から教育長のお話を答弁願えればなと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 清里高校の特色ある学校づくりということで、やはり英語教育の推進というところは、重要

なポイントというふうに捉えているところでございます。ＡＬＴ英語指導助手につきまして、

現在ニュージーランドモトエカ周辺からの人材が確保できなかったということで、外部業者へ

の委託によって１人を確保しているところでございますけれども、先日私もモトエカ町に行っ

て参りまして、向こうの窓口でありますモトエカ町のメアリーさんとも話をして何とか人材の

確保をお願いしたいということで強くお願いをしてきましたし、またこれまでに清里町に来て

いただいたＡＬＴの方々も通じまして、お知り合いの方などを紹介していただきたいというこ

とで努力をしているところでございます。 

そういった中で、ＡＬＴ複数配置をした上では、当然清里高校へも重点的に配置をさせてい

ただきたいということで先ほども申し上げましたけども、町といたしましては幼少期からの英

語教育の推進ということで、これも幼稚園保育所から今まで以上に増員、時間数を増やした配

置をしていく計画をしております。 

小中学校におきましても、小中学校自体何年か先には英語学習指導要領が変わりまして英語

科も時間数が増えてくるわけでございますけども、現状の指導要領の中では単純に、はいそう

ですかということで英語の授業ばっかり増やすということも難しいという現状がございますけ

れども、出来るだけそういったところを増やしていって、英語検定につきまして小中学校に対

しまして制度をつくっております。特色ある学校づくり交付金を活用して出来れば生徒全員が

受験して欲しいということで、学校にも指導をお願いしているところです。今後に向けてはそ

ういったところも増やしてまいりたいと。そして高校においても資格取得の補助がございます

ので、またさらに上のレベルの受験をしていくように推進してまいりたいと思います。 

そういったことで、幼稚園から小中高まで連携した英語教育を推進できるように何とか指導

者を確保し、各教職員、学校とも連携をした中で、今後の本町の特色として英語教育の推進を

進めてまいりたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今説明ありましたように英語教育、やはりこれからの時代の中で大切なものかなと思ってお

りますので、その辺も踏まえた中で、今後の教育行政に携わっていただければなと思います。 

最後の質問になりますけども清里町、清里高校における支援体制かなり精力的にそして大胆

にいろんな方策の中でメニューが大変豊富な中、生徒確保に向け進んでいるわけでございます。

清里高校の歴史をちょっと振り返ってみますと、創立で昭和３０年に分校として設立した経過

がございまして、それから長らく町立高校という形で進み、そして昭和５０年に町立から道立
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に移管したという変化がございます。やはりこれから高校教育大変どのような中で進むのか、

そして高校の存続自体もどうなるのか、少子高齢化の中では大変難しい案件かなと思っており

ます。 

その中で、仮に道立から町立という選択肢もあるのかなと私自身思っている一人でもありま

す。来年度奥尻高校が道立から町立に移管するという話を聞いております。ここには財政的な

裏付けがない限り単純に町立云々という話はなりませんけども、本当に特色のある学校高校づ

くりを考えるんであれば、いろんな新しいメニューが本当に実を結んだ高校教育になるのでは

ないかなと思っております。 

学校、特に高校がなくなった地方自治体の話あるところで聞きましたけども、町の中から１

６歳から１８歳の年齢がいないということは、各種のいろんなまちづくり中で参加活動がない

ということでございます。清里高校は、本当に少ない人数の中で、いろんなボランティア活動

を本当に精力的に実施しているかなと思っております。春の花壇の作付、あるいは清里の駅の

清掃もボランティア活動で実施している。あるいはふれあい広場においても、ボランティア活

動でいろんなところで高校生が参画している。神社祭にも同じように参画していると。そうい

った高校生の力、いるのといないのでは、その地域力あるいは教育力の中でほんとに力強いも

のがあるのかなと思っております。今、町立という話、財政的な裏づけの中でどう考えるのか、

そういう検討もされているのかどうか、端的に今の段階での教育長のご答弁をお願いいたした

いと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今、前中議員のおっしゃるとおり、清里町にとりまして清里高校というのは本当に大切

な学校であるというふうに考えております。いろんなイベント等、ボランティア活動そして参

加ということで、まさに運営にあたりましては高校生無くしてはできないということもあろう

かというふうに思っております。やはり本町には、高校は必要であるという認識を持っている

わけでございます。 

これまでも行ってきております、また新たに打ち出すこういった支援の施策充実をさせてい

きまして、道立高校という中で出来るだけ特色を出して生徒を確保していきたいと。地域別の

検討会議におきましても、年２回ほど毎年開催されておりますが、本町からも地域キャンパス

校としての捉え方２０人の枠ですとかそういったことも他の地域からも出ておりますし、本町

からも今後少子化に対応した見直しが必要でないかという意見も述べさせていただいておりま

す。今のところそういったところで、道からの方針を転換するというような回答はございませ

んけれども、個々の案件ということで、オホーツク管内での会議の中で本町におきましては、

今後の生徒の推移中、学校を卒業する生徒の推移ができる限りの見込みの中では３０人から３

５人、多い時には４０人を超える生徒がいるということ、そして小清水町が募集停止になると

いうこと。さらに町から手厚い支援を実施し、生徒確保にも努めているというようなことから、

その会議の中では、当面清里町は存続をさせていただきたいというような話はいただいており

ます。それに甘んずることなく今後も生徒確保、魅力ある学校づくりを進めていきながら、道
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立高校という中で支援をしてまいりたいというふうに考えております。現在、高校生の海外派

遣研修事業なども含めますと年間で１千万から２千万の支援をしているところでございますが、

これがやはり町立となれば、すべてが町基本となってくる中で、交付税措置もございますけれ

ども、当然今よりは負担がかなり大きくなってくるっていうのが明白なところでございますの

で、できる限り道立高校を堅持していく、維持していくということで、今後も支援をしてまい

りたいと考えておりますので、町民の皆さま方も含めまして、議員の皆さま方にも支援の御協

力をお願いしたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 あくまでも道立高校で清里高校の存続を進めるという形の答弁かなと思っております。確か

にかなり財政出動の中で、町立になると交付金という形で教職員の給料といいますか、人件費

等々は交付されるのかと思いますけども、かなりの財政的な支出はもう免れないと思っており

ます。ただそういった意味で、やはりそういうときがきた段階にはまた改めてそういうステー

ジに立つのかなという部分もいかに増やしながら堅持していくかなという部分、今まで以上に

知恵を出しながら頑張っていっていただきたいなと思っております。清里高校の問題、２点ほ

どの中で質疑させていただきましたけども、やはり地域の地域力を遺憾なく発揮できるような

教育行政全般に対して教育長の方の考え方をいま一度説明願いまして、私の一般質問を終わり

たいと思いますんで、よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 先ほども申し上げましたけども、やはり財政的な負担というところを考えた上では、できる

限り道立高校という枠の中で、今後もその状況に応じて、またその効果が薄れてきたというこ

とになれば、その時点でまた協議をさせていただきながら支援策を検討していく必要があろう

かと思います。最終的にどうしても立ち行かないと、道立ではだめということになれば、また

その時点で次の方向性をそこで終わりではなくて、検討していく必要があるというふうに認識

しているところでございます。とにかく清里高校生、中学校時代から清里の子ども達はいろん

なキャリア教育など学習機会を通じまして、町に対する提言、意見等も持っている生徒が多い

という中で、いろんな行事、ボランティアにも参加をしていただきますし、この清里町の地域

力を高めるという上では清里高校の生徒というのは絶対必要だというふうに認識をしておりま

すので、そういった観点で今後も町の全体の発展のためにいうことを含めて高校の支援をして

まいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

これで前中康男君の質問を終わります。ここで昼食のため午後１時まで休憩といたします。 
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                             休憩 午後１２時１８分 

                             再開 午後 １時００分 

  

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。次に河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 まずこの度の北関東東北豪雨災害、被災された方に本当にお見舞い申し上げるとともに、改

めて我が町が災害の少ない幸せな所に我々は住んでいるなっていう実感をする次第であります。 

国挙げての地方創生プロジェクトが動いていますが、地方にとって人口減少っていうのは、

まさしく何１０年も前から四苦八苦している課題でもあります。改めてこの現実に目を向けて

いったときに、国の指針による清里の人口ビジョンが最近発表されました。７月時点の発表に

なると思いますが、直近の人口推移で示され、人口減少傾向は、今後も続くことだろうと思っ

ております。これが現実の問題かなと思っておりますが、同じタイミングで、第５次総合計画

の中間年ということで、この人口ビジョンから見える改めて細かいことのアンケートがとられ

ております。但し、これも国が定めた内容の中で、清里町の内容が一部導入されている質問事

項もあるかと思いますけども、あくまでも国サイドの指針かなと思っております。 

まず、この人口減少対策としてのこれからの戦略ということをお聞きしたいと思います。ま

ち・ひと・しごと創出の中心は人であります。人が中心となっていることを見たときに、人口

の数だけではなく、この地区に住み続けたいということをどうつくるのかということだと思い

ます。まさしく住民を想像していかなければならないっていうことで、自治体の持続性はあく

までも人口の創造ということだと思います。 

その１つに、人口創造の中の定住人口、そして交流人口、双方を目指すわけですけども、人

口ビジョンから見た、最近発表された内容について、この数字についても、どのように思われ

ているかをお聞きしたいと思っております。 

また、近隣の町の転入・転出、就業先ということで、直近の異動、転入、転出が非常に多く

見られております。定住人口の取り組みは、一つとして若者世代へ焦点を合わせたらどうなの

か。いろんな夫婦としての生活、夫婦２人だけの生活、子ども、今ほんとに真っ盛りの若い世

代といろんなターゲットがあるんですけども、１つは、若い世代へ照準を合わせる。当町の優

れている点。それはまず環境であります。空気とそのそばに緑があるその環境。それともう１

つ子育て支援ということでは、非常に自慢できる子育て支援をされていると。高校生の医療無

料化も今回出ています。これだけの子育て支援のできているところはそう無いんだろう。これ

が一つの競争の力になるかなと思います。 

もう１つはやっぱり地価の問題ですね。これがそれぞれの私どもが持っている、この町が持

っている自然に対するポテンシャルと同時に子育てのための環境。これが非常に大事な部分が

あるんだと思います。この強みをどの層にプロモーションするかということが大事かなと思っ

ております。まさしく自治体間の競争で、この清里町が選ばれる自治体にならなきゃいけない

んだろうと思っております。Ｕターン・Ｉターン・Ｊターン・人口の流出、あるいは流入の促

進をいかにつくるか。私自身もＵターンの一人であります。２０年外に出て、また戻ってきま

した。その一つはここに仕事があったからであります。仕事がなければ、なかなかそうはいか
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ないんだと思いますけども、自分で仕事をつくるということも１つですし、その中で１つのき

っかけ仕掛けというのが非常に大事かなと思います。 

もう一つは先在住民の発掘。先ほどの子育て支援もそうですけども、ここにどういう条件の

時に住みたいか。住む条件の中には、住宅が大きな鍵だと。長い期間になり、すぐ成果の上が

ることではないかもしれませんが、住宅っていうのは大きなターゲットかなと思っております。

隣の町でどんどん若い世代の新築住宅が建っております。それは何かっていうとやはり多種多

様な返済方法がいろいろ出てきたということが大きなことだろうと思いますけども、この住宅

というのは大きく将来にウエイトがあるかなと思います。そこに家族を作り、子どもを育てて

いく中で若い方は当然ここで共稼ぎっていうことが出てきます。この共稼ぎに私どもの町の持

っている子育て支援というのは、非常に大きな力になるかなと思います。この子育て支援とい

う中で、１歳、２歳児の保育というのが、昨年から当町も入っておりますけども、ちょうど１

年が経った時に、この運営がどうなっているかということも１つ課題であります。現場を見ま

すと綺麗にでき上がっております。今までにないところを改めて子育て１、２歳児の受け入れ、

これはまさしく中で働いている方のマンパワーの現れかなと思っております。ただし１つ残念

なこともあります。１歩入った時にそこの環境の空気そして温度と衛生面に今もう一歩。もう

一歩手をつければ、多いに胸を張って、うちの子育て支援は絶対負けない環境で保育活動やっ

ていますということが私は感じられました。もう一歩、わずかな資金でできることを是非その

辺も勘案していただきたいと思っています。ぜひ、自慢のできる自治体になるためには１つず

つ詰めていくということが非常に大事かなと思います。予算ありきの事業でございますけども、

もう少し検討してもらえると非常に良いものができるということも１つありますので、ぜひそ

のへんを検討していただきたい。 

若い方に家を建てていただくというのは、１つは分譲があります。４次総合計画見直しに分

譲について検討と現実として新町の１次２次３次分譲定住の事業がされて、５次の総合計画の

中では、とりあえず組まれてないのかなと思っております。でも地道に、これ非常に大事な部

分になりますので、是非この辺を考えていただきたい。それはやはり人口ビジョンから見たと

きに、ここから隣町に通っている、近くのところに通っている方、家があるために通っている。

あるいは公住が提供されていてそこから通っている。でも隣町に家を建てたら、その人口は全

部なくなるんですね。私どもの強い部分子育て、環境あとは地価。非常に競争力があることを

どうプロモーションするかだと思います。その中で分譲という考え方は、ぜひ５次総合計画の

中にさらに推し進めていただきたい。必ずしも今までの町の宅地だけじゃなくて、民間、商工

観光協会さんが、民間のところもいろんな形で情報提供されていますが、これもあまり大きな

敷地の部分は、町が分譲をするという部分も選択肢の中にあるのではないかと思っております。

ぜひいろんな知恵とアイデアを生かして、この辺を進めていただきたいと思っております。 

もう一つは仕事の創出でございます。まさしく観光事業について思いを聞かしていただきた

いと思いますけども、花と緑と庭園の町がずっと推し進められております。４次総合計画によ

り重点プログラムとして継承されて、現在も素晴らしい町民の皆さんの協力もどんどん進んで

おりますけども、これの将来像も観光という１つの部分に入っても良いんじゃないのかなと思

っています。この観光事業があくまでも事業経費のかかる事業で終わらせない。ここの将来の

仕事をつくるための１つの方法として観光をしっかりと語っていただきたいと思っております。 

その中では、最近実現されておりますグリーン・ツーリズムがこの間新聞に載っておりました。
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いよいよこうやって動いてきたんだなっていう。今まで形になってないグリ－ン・ツーリズム、

活字だけのものが現実に動いてきている。これは町民も理解し、さらに行政が大きな仕掛けを

つくっていただい。一時的、１年に１回、２回ということじゃなくて、時期が来れば、それな

りの農業関係の中で必ずしも収穫だけではない、いろんな仕事があるかなと思っておりますの

で、是非この辺の形になる仕掛けをぜひやっていただきたい。４千３００という人口がありま

す。４千３００というマーケットがあるんだと。やはりいろんな観光についても、いろんな事

業についても食に通じる事業っていうのは、必ずどこの市町村も出ております。そのときに４

千３００というマーケットをどういう職につなげていくか。あるいは今の野菜いろんなものが

出ています。今は農家の所得がほかと違い非常に良い状態だから、いろんな作物への転換はで

きない、今までで十分だなっていう感覚があるのかなと思っておりますけども、さらなる４千

３００というマーケットを考えた時のいろんな考え方があるのかな。地熱を利用したハウス栽

培の中で、観光農園。観光客が労働力になるような方法もあると思います。この辺をどうやっ

てしっかりとした観光の事業ではなくて、観光の運営をやっていけるかということ、運営とい

うより最終的には経営なんだろうと思います。観光という経営をどうやっていくかということ

を、将来に向かって検討していただきたいと思っております。 

その中で町民フォーラム。いろんなアンケートをとられております。先ほど町長の中で懇談

会以外のいろんなことには多くの意見をいただいていると。参加いただいていると。かなりの

意見がたくさんあります。これの受け皿はどうなっているのかなということです。これ非常に

難しいものがたくさんあります。要するに想像して創造する。想像、イメージですね。イメー

ジが次の創造をつくっていく。そして、プランが出来るんだと思います。そこのイメージの部

分はいろんな町民にいろんな意見を聞いた。これはイメージの部分になるんだと。イメージの

部分を町民にいろいろ聞きました。でも、次に何をそこから創造するかっていうことが、非常

に大事な部分になってきているのかなと思っております。是非夢を、そして希望、町民からの

希望を取り上げるプロジェクトチームといいますか。そういう聞ける部分をぜひつくっていた

だきたいと思っております。この想像から創造するっていうことの受け皿をぜひ検討していた

だきたいと思っております。以上、私の移住定住、まず人口の推移、直近の人口の推移から見

られる考え方とそれに伴う定住移住。そして、仕事の創出では観光についてしっかりとした経

営のできる観光について検討していただきたいと思っております。この思いをお聞かせいただ

きたいと思います。お願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今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。 

まず初めに、まち・ひと・しごとの地方創生に関わります総合戦略の全体的な考え方から申

し上げたいと思いますが、国においては、急速な少子高齢化人口の減少と、これに歯止めをか

けるとして、今回、まち・ひと・しごと創生という形の中で、国の総合戦略そして都道府県に

は都道府県の総合戦略。さらにはそれらを参酌しながら、地方においても地方版の総合戦略を

策定されるべしというようなことで、今その作業が進んでいるところでございます。清里町に
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おいても従前から人口の減少または少子高齢化の進展ということで頭を悩ませてきましたし、

まちづくり、地域の活性化のためにそういう分野を重点項目としながら、各種の施策を展開し

てきたというのが実情でございます。国が示しております４つの基本方針がありますので、基

本的にはその国の計画を参酌せよという内容でありますから、その４つの方針に基づいた人口

ビジョンそして清里版の総合戦略をそれぞれの対応の中で準備を進めているというのが実状で

ございます。 

そうした中で、御質問の１点目の人口の現状と今後の推移といわゆる人口ビジョンをどう捉

えていくかということになろうかと思いますが、現行においては、国立社会保障人口問題研究

所の算定基準をもとにしながら、本町の住民基本台帳を使った中での将来ビジョンということ

で、現在策定作業に入っているところでございます。その中で今後の見通しという部分でいき

ますと、平成２７年では４千３１１人。それから平成３２年に４千３５人。平成４０年には２

千８１６人というふうに推計がされたところでありますし、さらに平成７２年、かなり先にな

りますけれども、ここにおいては１千８３４人というような単純推計がされたところでござい

ます。ここで実際の清里町の人口の動向を見ていきますと、ここ数年は自然動態、いわゆる出

生と死亡の関係であります。これでは大体３０人前後の減少で推移を数年しているというよう

な状況であります。それからまた社会動態これは転入と転出の関係でありますが、これにおい

ては若干転入が増えつつありますし、転出はここへきて平成２６年は減少がぐんと落ちついた

というような状況になっておりまして、社会動態では、逆に清里に平成２６年は増えておりま

す。自然動態の出生と亡くなる方の関係ありますから、どうしてもそこのところは出生が３０

から４０ぐらいになっておりますし、亡くなられる方も、６０から７０代というような推移が

されておりますので、その部分での減少が現れてきているかなと。ただし、その転入される方、

転出される方の割合がぐっと変わってきておりますので、ここで必ずしも清里町が今まで行っ

てきた子ども子育てだとか健康づくりだとか各種の施策、それが即そこに活きてきたというこ

とではないかもしれませんけれども、一定の効果を示しつつあるんではなかろうかというよう

な思いを持っているところでございます。そういう形の中で、少しずつ出生率を上げていくこ

とによってその自然動態についても徐々に緩和ができるのでないだろうかというような予測を

立てているところでございます。 

先ほどもお話がありました、第５次の総合計画の目標とする人口は４千２００人という推計

を立てたものでございます。実際的には平成２７年が第５次総合計画の１０カ年計画のちょう

ど中間年でありますので、あと５年後が平成３２年ということになりまして、国が言っている

まち・ひと・しごとの総合戦略に係る目標年度と、ちょうど一致するということでありますの

で、先ほどの人口動態・自然動態や社会動態を十分に加味しながら基本とするところは、総合

計画第５期の総合計画の目標の数値４千２００人これをベースに、最終調整に入っているとい

う段階にあるというふうに思っているところであります。 

次に２点目の子育て世帯に関する定住対策の件でございます。本町としては従前から安定し

た住宅の供給と、そしてまた福祉の観点からも公営住宅、そして特公賃との住宅の建設をもっ

てその役割を担ってきたところでございます。特に定住促進の施策として行ってきました定住

促進団地の分譲でありますが、これは１期２期３期と分譲してまいりまして、全体では４８区

画これらについて、すべて売却がされたところでございます。御案内のように１期目は新町。

そして２期目は羽衣南。そして３期目でまた新町に戻って、分譲をさせていただきました。特



 42 

に３期目、最近の団地の販売でありますが、おかげさまで造成地１４戸のうち、すべて完売を

することが出来ておりますし、この中で実際にそこの団地でお住まいになられておりますけれ

ども、働く場所は斜里町に出かけているという方が実は６戸この中におります。また世帯的な

部分でいきますと、平均世帯が老夫婦と子どもというのが最も多くて、平均で４名の世帯の方

がその団地に入居をされているという状況にありまして、住居を核とした人口の確保という面

においても、一定の効果があったんではないだろうかというふうに思っておりますし、３期事

業のところだけでありますが、もともとの１期と２期についても同じような傾向にあるという

ことでございます。このように宅地の分譲造成は、行政が３期までやってきたわけであります

が、民間の方々も私有地販売をされている方もいるということもありますので、そこら辺の対

応を見極めながら、今後においても分譲住宅の必要性も十分に認識をしながら対応をしていけ

ればなというふうに考えている次第でもございます。 

またお話にありました保育の関係でありますけれども、若い世代の人方が働きながら子育て

をしてくという部分においては、保育所の役割また幼稚園等の役割は極めて大きな要素ではな

いかというふうに思っているところでございます。清里町の保育所は昭和５１年に建設がされ

ております。その後増築、改築をしながら現在に至っているというのが実態でございますけれ

ども、かなり年数が経ってきておりますから、これから今後の整備についても大所高所を考え

ていかなければならない時期に来ているのかなというふうに思っているところでもございます。

特に昨年からは、その保育、未満児の入園の件についても、従来は２歳半以上ということでや

っておりましたけども、一昨年からそれを１歳半まで未満児の年齢引き下げ保育を行っており

ますし、さらに近々のうちにゼロ歳から対応をしていかなきゃならん。そんな時期に来ている

だろうというふうに判断をしているところでございます。また併せて、この分については、今

国の方でも認定こども園の制度ができてきておりますので、認定こども園の制度のあり方とも

十分に検討しながら将来構想を立てていきたいというふうに考えているところでもございます

ので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

それから３番目の観光事業における仕事の創出の関係でございます。本町につきましては従

来型の有力な観光資源を売り物とした、そして大型バスによる不特定多数の方々をお招きする

というような観光の資源は特に大きく有してはおりませんけれども、いろんな面でスポットが

ございます。当然斜里岳が大きな要素でありますし、またその裾野に広大に広がっております

農業地帯としての田園景観。これも平成５年のときに全国農村景観１００選、その中の特に優

れた２０選に選ばれるという特異的な景観を有してもおります。また裏摩周もありますし、神

の子池。そしてさくらの滝等スポット的な要素が十二分に有しているんだろうと思いますし、

そういう自然的な景観やまたあわせて施設的なパークゴルフ場だとか札弦におけるパパスラン

ドだとかオートキャンプ場だとか、そういうような施設もかなり充実をしてきているというの

も事実でございますので、こうした景観や施設を連携させながら清里町のあるがままの姿で受

け入れるようなふれあいだとか体験だとか交流型の観光を目指していく方向性を考えている次

第でございます。そういう中においては、新たな産業、また雇用の場面も十二分に生まれてく

るというふうに考えているところでございまして、先ほどお話をいただいた、まさにグリーン

ツーリズムの考え方に立脚した中での観光資源を活用していければというふうに考えていると

ころでもございます。当然本町には、特産品として今いろんな部分で開発が進められているも

のもありますし、本町のじゃがいも焼酎４０年経ちますけれども、こうした立派な特産品もあ
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るわけでありますから、こういうものを一体的に揃えながら、多くの人方に清里町に訪れても

らう、そしておもてなしとしてのガーデニングだとか、フラワーロードだとか、そういうもの

との絡み合わせをしっかりとしながら可能性を探っ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。 

それからまちづくりフォーラム等でさまざまな意見をいただいております。これは単に観光

での雇用、産業起こしというだけでなくて、一般の皆さん方が普段考えている子ども、子育て、

教育若者支援、そうした前向きな意見をたくさんいただいておりますので、これらにつきまし

ても、新たな施策の展開の中でしっかりと捉えながら計画の策定に入っていきたいというふう

に考えております。まち・ひと・しごとの創生にかかる総合戦略の策定は、基本的にはこの１

０月の末までというふうになっておりますので、そうした準備を進めているところであります

し、第５次の総合計画の中間見直しにつきましては、今年度中にその後期に向けた計画の策定

ということで現在取り進めを行っているところであります。今それぞれ御質問をいただいた人

口の現状とビジョン。それから、子育て世帯におけるさまざまな子育て支援対策、そして観光

事業等を交えた中での仕事の創出産業の振興。これらを総合的に勘案しながら見直しへと進め

てまいる所存でありますので、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） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の答弁の中の第１項目の人口ビジョンについてですが、この５年間、今までの人口形態が

３月末に出ていた数字が１２月末と統計が変わってきているんですが、これが１番人口の動き

の少ない時なのかなと思っておりますので、その中で見た時にまさしく２２年からは１けたの

動き。ここ２、３年が５０を切る。最近、直近の２６年度は２６名くらいの差になっておりま

す。そして今年直近で８月の人口が４千３２６人と５０何ぼぐらいで１２月までの動きはそう

大きくはないでしょうから、以前の３桁じゃなくて、２桁の後半ぐらいでおさまるのかなとは

思っております。 

昨年の数字、転入転出の中で転入が多いのはどうしてだろうかということで、原課でいろい

ろと聞いて参りました。それは偶発的なこともあるんだろうと思いますけども、一つは、新町

の定住分譲の最終年だったのかなと思います。私もすぐ横で見ているわけですけども、休みの

日だとか、小さな子どもを連れて、非常にいい風景だなと思っております。若い方が子どもを

連れながら歩いている姿。本当にこの地区の住みやすい、あるいは子育て支援にしても、非常

に条件が良い場所なんだろうなと思っておりますが、それはこれからも積極的に進んでいって

いただきたいことだと思います。 

また、数字についていろんな施策も効いていることだろうと思いますけども、冷めてみると

移動する若者も少なくなったということも１つなのかなという、意地悪な見方をするとそうい

うこともありえると思います。減少の中で少なくなる若者、動く若者も少なくなったから、移

動範囲が少ない。当然パーセンテージでいくと、分母が当然小さくなってくるわけですから、

４次の時は１％減ぐらいみていたのが、５次は２％を見ているっていう。それから見ると、比
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率は多少上がるのかなと思いますけども。しっかりここに定住していただく、ここに住んでい

ただくということのプロモーションが必要でどこのところにどう進めていくか。この町の強み

はこうです。それと合わせた住宅定住というのを是非やっていただきたいと思っています。 

その中でこれの５次総合計画の後期の部分になりますけども、是非具体論の中で検討してい

ただくこと。先程の４千２００人っていう目標値があります。そしたら目標をクリアするのに

何が必要なのかということが、非常に大事なんだろうと思います。今の分譲あるいは宅地だけ

じゃなくて、住宅、公住の供給が本当にこの定住を増やしていくんだろうかということには１

つ疑問符もあるかなと思っております。非常に大事な事業であります。古くなった公住からの

住みかえ、これも重要な部分になりますけども、公住の十分な供給が、町の将来のためになる

のかといった時には、一つ疑問符もあるかな。是非民間の住宅供給ということに対する施策も

考えていただきたいと思っております。 

先ほど町長の中で、住宅で住んでいる中で、隣町に働きに行っている。これがまた１つ重要

なことなんだろうと思います。ここで住んで近くには当然仕事創出。仕事があるに越したこと

はないんですけども、隣町で近い住宅事情あるいは子育て事情が清里は良いから、ここで住宅

を構える。これは１つの本当にすばらしい方法だろうと思っています。ここから通う、仕事が

なければ通う。でも住宅はここで持ちたいっていう、ここに住んでいたいっていう、住んでい

たいをぜひ大きな力となる方法論をこれから５次計画の中で具体的な４千２００人に向けての

具体論を詰めていっていただきたいと思います。人口ビジョンの中で隣町に働きに行っている

と。公住からはあるいは自宅から働きに行っている方がこれから改めて斜里の地に住宅を構え

るということも当然出てくるわけです。ですから、ぜひこれは早く積極的に清里に住宅をつく

るメリットのプロモーションをぜひ力強く発信していただきたいと思っております。まずその

２点について答弁をお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でございますが、基本的に人口動態はここへ来てあまり大きな変動でなく

て、徐々に落ち着いてきた動きになってきていると理解をしているところであります。ここに

人口動態の表があるんですけれども、基本的に平成２２年から２６年までの推移であります。

２２年は年平均５５名が減りました。２３年は７０名が減りました。そして２４年は４５名で

す。平成２５年になりますと、６１名が減っておりますが、昨年は２６名の減少ということで

ございます。ちなみに実際問題、平成に入ってからどういう減少の経過をたどってきたかとい

うことでいきますと、平成２年から、これ国勢調査の５年ごとのタイミングでありますんで、

平成２年のときから平成７年にかけて年間９９．８人。１年間に減っていました。その前の段

階は１年間に何１００人ということで減少してきた。１万１千１２名が昭和３５年の国勢調査。

これが最高のピークでありまして、それから減少をずっと続けてきたというのが実状でありま

した。今申し上げましたように平成２２年までの間を大体年間に１００弱という形で推移をし

てきましたが、平成２２年以降で少し動きがぐっと変わってきておりまして、さらにそれを半

減するような形での動きであります。先ほども申し上げました社会的な動態が大きく変わって
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きております。ただおかげさまで子どもさんの出生はここ５年間そんなに大きく変わっており

ません。３０台から４０台の前半ぐらいをずっと平均してきておりますので、ここら辺もちょ

っと特色的な動きなのかなと。子ども子育ての施策等を通じながらある一定の効果も出てきて

いるのかなというのが、ここらへんで数字的に見てとれるところなのかなというふうに思って

いる次第でもございます。引き続き若い人方がこの清里町に住んで、子ども子育てをやるんで

あれば清里町だというようなことで、仕事そのものはここでなくても、清里に住んで、清里で

子ども子育てをしたいというような施策をどしどしとやっていければなというふうに思ってい

るところでもございます。 

今までも、子育て支援の中では、さまざまな対策を講じてきたところであります。子どもさ

んたちの医療費の支援についても、今年の９月まではこれも中学生義務教育が終わるまで、そ

れをさらにこの１０月からは、高校生が終わるまでということでの支援を拡大しておりますし、

また学校給食の保護者負担についても支援をしてきております。その他学校関係においても、

さまざまな器具機材の導入をさせていただきましたし、学校としての特色ある学校教育を実践

してもらうための、さまざまな支援事業も展開をしてきたということで、そういう効果が少し

ずつでも現れてくればという思いでいるところでもございます。 

それから住宅の関係でございます。清里町は今までも公営住宅、また特公賃の住宅というよ

うな形で建設を進めてきたというのが実状でありまして、現在公営住宅は２３６戸、町内に有

してございます。また特公賃については１３７戸ということでございまして、全体では３７０

戸程度の公営住宅また特公賃の住宅を整備してございます。ただご案内のように公営住宅とい

うのは、あくまでも福祉施策としての公営住宅ですから、誰でも入居できるかと言うとそうで

はありません。一定の所得水準がありまして、その所得を超えられる方は公営住宅には入居で

きないということがございますので、それをカバーするのが特公賃の住宅であります。これも、

公営住宅に入られる方は公営住宅の方に入っていただき、それを超える所得のある人は特公賃

の方で入居してもらうということでありますけれども、これもあまり所得が多くなると、上限

額が決まっておりますんで、ここらへんは慎重にやらなければならないというふうに思ってお

ります。それでどうしてもやっぱり行政でやる場合においては、いろんな規則に要綱に基づい

て、入居基準が事細やかに決まっておりますから、そこをクリアしていくというのはなかなか

難しいところが現状としてはありますので、若い人方が何らかの都合ですぐ入居しなければな

らん、またよそから来られる方もここで民間の方々の住宅をお買いになるだとか、借りるだと

かそういうようなこともありますが、やっぱり町に来て住宅がありませんかっていうのが多い

わけで、それがなかなか希望に沿った形でいくというのは難しいところがございます。そんな

ことから、先ほどちょっと御提案もありましたけれども、民間での住宅の整備についても、こ

れから真剣になって考えていかなきゃならんという時期に来ていると私は判断をしているとこ

ろでございます。基本的に公営住宅であっても町のお金を使いながら建設をしていくわけであ

りますので、民間の方々の住宅を仮に一定の町の示す基準の中で建設をいただけるということ

になれば、その部分で代替をしていただくということにもなってまいりますので支援方策を含

めながら十分に検討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。早ければ、来年

の予算の段階でも御提案をさせていただければというような気持ちでいるということを御報告

申し上げたいというふうに思います。その他の住宅施策等については、この本町と札弦地域と

緑地域に集落が分かれていますから、それらにおいても、それぞれの動向を人口の動きを見な
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がらやはりやっていかなきゃならんというふうにも思っておりますし、またある一面どちらが

先かということもあります。居住してもらう人が先なのか、住宅が先なのかということもあり

まして、どうしても札弦地域、緑地域については後追いの感が否めないというふうに思ってま

すから、地域の方とも十分相談をしながら、そこら辺についても遅れないような形の中で、公

営住宅なり、また民間のという部分での対応を進めていきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の答弁の中で、地域格差ということでは、行政の立場というのはつらい部分があるのかな

という気はしますけども、やはり先在住民をどうつくるか。住民の創造をどうつくるかという

ことなんだと思います。すべてに良いようにはやはり難しい。限られた資本の中でどう使って、

投資していくかっていうことでは、真っ先にどこに効果が出るかということに、まずは絞って

いくことは非常に大事なこと、まんべんなく格差を無くさなきゃいけないっていうことも大事

なことでありますけども、まずは先在住民の確保といいますか、住民の想像をどう創るかとい

うことの手を打たなきゃならんことは、たくさんあると思います。先ほど何度か言わせていた

だきましたけども、私どもの町の持っている力。その自然と子育てと宅地の地価ですね。こう

いう強みをどううまく活かすかということをプロモーションする相手をどうするかによって、

仕方が違うと思いますけども、ぜひこの辺を早急に手をつけていただきたいと思っております。

残念ながら隣の町に住宅を建てて引っ越していきますよって言ったら、これはもうずっと何１

０年もそこの人口は無くなってしまうことになります。そういう可能性のある、あるいは斜里

の方に働きに行っているよという方が、この人口ビジョンの中でかなりの数字があります。と

いうことは反対にそこに選択肢も出てくるということになりますので、是非ここのメリットを

活かして早急にそこにはうちの町で住宅をつくるとこういうメリットがあるんですっていうこ

とのプロモーションを。分譲地がありますじゃなくて、こういうことが町の特徴なんですよと

いうことをぜひ謳い文句に、売りにしていただき、子育てだけじゃなくて介護の部分、医療の

部分についても同じように、この町が胸を張れる政策をどんどん示して、これがあるからここ

の町につくってほしいということを是非行政の発信力にしていただきたいと思います。 

次に観光の問題です。先ほどの中の１つ、清里町のあるがままの姿を見てもらう。私はある

がままで自然体ではだめなんだろうと思っています。これからいろんな討議される観光施設、

交流施設考えられています。あるがままであれば、要らないわけです。ここをどうやって力に、

ここの町の力、人口創出のための力としていくのかっていうことがやはりここで創っていかな

きゃいけないんだろうと思っています。そういう施設でなくても十分あるがまま自然のままが

ある。そうじゃなくて、積極的にどうこの事業を運営して、将来観光という経営ができるのか

というところに将来像を描いていくべきなんだろうと思っております。この辺の強い思いがな

くては、先に進んでいかないんだと思います。あくまで先ほど言いました、想像して創造する。

そしてプランが出て、この最初のイメージ想像する部分で、大きなイメージを町長自身が膨ら
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ましていただきたいと思っております。あるがままでは、私は違うと思っております。是非こ

の辺もう一度お聞きかせいただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でありますけれども、まず住宅政策の関係でございます。清里町において

は、現在までもそれぞれの住宅政策、公営住宅の建設、特公賃の住宅の建設に合わせて分譲団

地を造成し、販売をしてきました。その他に分譲団地の情勢に合わせて、そこをお買いになら

れて、そこで新築の家を立てられるだとかの場合においては、また新たな角度での新築住宅の

支援対策も、既にもう実施をさせていただいております。内容を具体的に申し上げますと、清

里町で住宅を新築される場合には、まずそこの場所であれば５０万円を支援いたしますよと。

それから町内の建設業者の皆さんで建てる場合については、さらに５０万円支援いたしましょ

う。それからお子さん一人について小学生未満の以下の子どもさんについては、お一人５０万

円、２人までということで、全部合計しますと２００万円に最大なりますんで、そういう支援

策も実施をしてきているという実態にございます。ただこれは一回に支援をするということで

なくて、分割方式５年間で、それを建ててすぐどこか転居されても困るということもあります

んで、そういう部分の制約ありますけれども、そんな対応をしておりますし、また定住の支援

についても、もともと清里町で住んでいて、その人方が新たな住宅を求めるというような場合

においても、固定資産税の相当額を５年間にわたって支援をいたしましょうというようなこと

での対応をさせていただいておりまして、多分こういう対応については、この近隣でもかなり

有効な手段になっているのかなというふうに思っているところでもございます。 

またその他に空き家バンクの制度も今年度から進めさせていただいております。民間の方々

の空き家を登録してもらって、売買にする部分とまた貸し付けをする部分ということでの取扱

も行っているところでありまして、これは町の事業として観光協会の方に委託をさせていただ

いて、事業展開を図っているところであります。こないだ聞くところによりますと、売り家で

の登録が１０軒現在ではあるということでございます。その他、貸家が２軒ということで、売

り家のところで１０軒のうち４件、話が進んでいる最中だということでお聞きをしております

ので、潜在的なそういう物に対する需要というのはかなりまだまだあるんだろうというふうに

思っていますから、公営住宅もしかりです。特公賃もしかりです。そしてそれぞれの移住定住

用の支援対策もしかり、そしてまた新たにできれば来年度からも民間アパートに対する建設の

支援だとかそういうものを含め、またすでにあります空き家バンクについても総合的な部分で

の住宅施策をうっていきながら、清里に住んで、仕事ははっきり言いますと雇用の場をつくる

というのは、そう簡単なことにはなりませんから、まずは住んでもらえる環境をつくっていき

たいという中で当面進めていきたいと。あわせて、先ほどありました２点目のグリーンツーリ

ズムとの関係でありますが、グリーンツーリズムを通じた中での新しい産業や雇用が起きてく

ると。例えばガイドだとかが当然必要になってまいりますんで、そういう部分での対応として

の住宅施策も含めてやって行かなければならないだろうというふうに思っている次第でござい

ます。 
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それで２点目の観光の関係でありますが、私は先ほど申し上げました、あるがままの姿とい

うのは景観とか環境の部分を申し上げたつもりでありまして、新たに景観や環境に、手を入れ

てやるということではなく、従来からこれだけのすばらしい景観観光があるわけですから、そ

れをあるがままに活かしていくという形で。ただしそれの仕掛けをどうしていくかというのは、

それこそあるがままでは全然前に進まないわけでありますから、これらについては札弦にもパ

パスランドという１つの道の駅での対応をさせていただきましたし、また体験型としては江南

にはパークゴルフ場もありますし、またオートキャンプ場があります。こういうところを少し

ずつ整備しながら点から線に、そして線から面につないでいかなきゃならんというふうに思っ

ております。ですから今般もこの後の部分で御審議をいただくことになろうかと思いますが、

交流体験施設の関係についても、一定の拠点づくりをして、そこに来てもらって初めてうちの

町を案内し、インフォメーションをかけていくことができるというふうに考えておりますので、

そんな部分を含めながら今後の観光の拠点づくりもあわせてやっていきたいというふうに思っ

ております。いずれにしても本町の基幹産業は農業でありますから、この農業の母体のしっか

りした上で、この農業の景観と環境とそして体験実践、農業を使いながら一緒になんてやって

いける。そういう中に、体験だとか滞在だとかふれあいだとかという従来型の物見遊山的な観

光とは違うイメージのグリーンツーリズムが起きていくんではないだろうかと。私はそういう

ふうに思っておりますので、日本で最も美しい村連合とのそういうかかわりも持ちながら今後

の観光交流事業を強化していきたいというふうに考えている次第でもあります。以上でありま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 住宅の問題は答弁をいただきまして、早急に手をつけていただけるという理解のもと質問を

終わらせますが、あくまでもこの先在住民の発掘については、今これから家を建てようかと決

まっている方に早急にじゃなくて、その前にいろんなプロモーションがあるんだと。それを１

つのパッケージとして子育ての部分、環境の部分、そしてここの町の強さを１つのパッケージ

としてこれからどうしようかという、その事前に発信を是非していただきたいと思います。あ

まり興味まだ持ってないよ。でも将来住宅をと思っている方に、先にどうしようかって考える

以前に清里っていうここのメリットってどうなんだろうかということがまず先に発信されてい

るということが大事かなと思いますんで、是非その辺の発信を早急にしていただきたいと思い

ます。 

また観光の問題でありますけれども、観光についてはこれからいろんな形で進んで行くだろ

うと思います。その中で先ほどから言うように、どんどんどんどん経費のかかる事業になると。

どこかで、これはきちんとした運営をし、将来観光という経営をできる。是非この辺を念頭に

置いた将来像をぜひ描いていってほしいと思います。すぐプランとして出来ることではないけ

ども、将来どこに向かっていくんだということをしっかりと発信していっていただきたいと思

っております。それとあと、先ほど最後になりました、各フォーラム関係いろんな意見をいた

だいている中にいろんなアイデアがあるんだろうと思います。頭脳は行政の方にたくさんある。
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でも町民、民間の知恵とアイデアをいただきながら、次の将来に向かっていていただきたいと

思っています。またそのフォーラムの件は、堀川議員さんの課題にも入っておりますので、時

間が来ましたので、それ以上はしませんが、夢だけ見させてその後が進んでいかないというこ

とにならないようにだけお願いしたいと思います。私の質疑は終わらせていただきます。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 様々なまちづくり対応としてのいろんな御意見があろうかと思います。特に町政フォーラム

の中でも、本当に様々な意見が出されておりましたので、これらのアイデア意見を十分参酌し

ながら今後のまちづくりに活かしていきたいというふうに思っておりますし、またこれらの意

見等については、ホームページだとか広報の中でも掲載をさせていただいておりますので、多

くの方々が自由に見ることができますので、こういう中からいろんなアイデアをさらにフィー

ドバックしながらやっていければなというふうに思っているところであります。 

またいろんな施策について町も実施をさせていただいたわけでありますし、今後とも、健康

のまちづくり、また子ども子育てのまちづくり、安全安心のまちづくりというような総合的な

パッケージの中で全体を進めていきたいというふうに考えておりますし、その中の産業・商業

の振興の中にも農林業または商工業。そして新たに交流や移住の観光事業という部分もこの中

に入ってくるんだというふうに思っておりますので、そういう中でいろんな情報の発信の仕方、

ルールを勉強しながら進めていきたいというふうに考えている次第でもございます。 

いずれにしても人口の減少に歯止めをどういう形でかけていくことができるのか、また少子

高齢化についてもこういう進展をなだらかにしていかなければならんというふうに思っており

ます。そのために、自分たちが住む環境が本当に良かったなと思われるような環境でなければ

ならないと思っているところでありますし、生活をしていくための雇用も当然なければならん

と思っておりますので、新たな視点からの観光といいますか、先ほど来お話をさせていただい

ておりますように、交流だとか滞在だとかそういうような形の中で、新たな産業や雇用が生ま

れる仕組みづくりについても十分に検討させていただきたい考えでおりますので、これらにつ

いていろんな面でまた御指導、御示唆をいただければという気持ちでおります。以上申し上げ

て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） 

 ありがとうございます。今、自治体間の競争であります。私どものすばらしい環境の中、こ

のまちが生き残っていく工夫をみんなで頑張っていただきたいと思いますし、私どももできる

だけのことをやりたいと思っております。先ほどちょっと一部忘れていましたけども、その子

育て、私どもの支援のもと動いていますけども、１歳２歳児の保育、これが１年経過したわけ
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ですけども、ほんのわずか手を加えると素晴らしい環境になります。是非空気を良くするため

の空気清浄機、そして、温度エアコンの部分それと衛生関係の一部分の工夫をすると素晴らし

い環境になります。是非この辺を検討していただいて、次年度ここの町がすばらしい施設の中

で子育てができるということを力にしていただきたいと思います。お願いします。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど来お話もさせていただいておりますが、子ども子育ての関係ですね。さまざまな施策

実施をさせていただいているところであります。特に保育の関係については、２歳半を１歳半

まで年齢を引き下げさせていただきました。近いうちに０歳児という形で持っていけるという

ことで、それに向かった対応も進めていかなければという思いでおりますし、また御指摘をい

ただきました温度だとか空調だとか、衛生面の整備の関係でございますが、今年この中でも、

便座関係なんかは子どもさんが触っても冷たくないというような温度調整用のそういうものも

導入をしてございますし、また改めて全体の改修の計画との絡みは出てこようかと思いますが、

温度空調そして衛生面の関係、十分に検討させていただきたいと思っている次第であります。 

以上で答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで河口高君の質問を終わります。次に堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 今回私は、若い世代への支援応援について質問させていただきます。ここ数年清里町の若者

が町を盛り上げようと町おこし、地域おこしのために元気に活動しています。龍神太鼓を復活

させたり、クリスマスを楽しく盛り上げたり、真冬の花火大会を企画したり、音楽で人を集め

たり、そしてゆるキャラきよっぴを誕生させて、ご当地グルメ虹色うどんで清里をＰＲしたり

と清里の地域おこしの原動力となっています。今元気に活動している若い人たちを町としてし

っかりサポートし、応援していくべきと考えます。その観点から３点質問させていただきます。 

まず１点、今年２月のまちづくり住民大会で、若者グループから８件の企画が提案されまし

た。北海道で一番ハッピーで、カラフルなマラソン大会・カフェとラーメン屋を作ろう・町の

ＰＲを町民全体でしよう・親子で踊れるポテトパーティー・「清里町民は、良いやつだ」と銘打

った婚活事業・清里を英会話で盛り上げよう・パパと遊ぼう・歩行者天国で楽しもうなどと、

どれも若者らしい発想でわくわくするようなアイデアで満載でした。これらの企画が実現して

いけば、すばらしいことだと思いますが、住民大会での発表の後どのような取り組みがされて

いるのか。それに対して町はどのようなサポートを応援をしているのかをまずお伺いいたしま

す。 

次に２点目、町おこし・地域おこしに頑張っている幾つかの若者のグループがあります。ゆ

るキャラきよっぴやご当地グルメ虹色うどんを作り上げたゆいまーる清里。クリスマスイベン

トや雪祭りを盛り上げる清里盛り上げ隊など地域活動になくてはならない重要な位置づけにな
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っています。町おこしのために一生懸命頑張っている若い人たちですが、基本ボランティア手

弁当でやってくれています。これらの若者のグループに対する町としての応援体制はどうなっ

ているのか、お伺いいたします。 

次に３点目、担い手対策、つまり若い人たちへの出会いから結婚へのサポートについてお伺

いいたします。元気な若者が増えて、町おこしのグループもたくさんできているわけですが、

まだまだ横のつながりができていません。本当の意味での若者ネットワークが必要と考えます。

そのお手伝いを町としてもしていかなければならないと思います。それぞれのグループ同士の

交流の中からさらに仲間が増え、出会いにつながることも増えるでしょう。現在清里町では、

農業者担い手育成協議会があり、農業後継者には出会い結婚への支援が行われています。しか

し全町単位ではこの支援は行われておりません。農業後継者だけではなしに商業、工業、役場、

農協、町内に住む若者全体を担い手として捉え、応援していくシステムづくりが必要ではない

かと考えますが、町長のお考えをお伺いいたします。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。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の堀川議員さんからの御質問にお答えを申し上げたいと思います。 

若者に対する支援１点目の住民大会で若者から提案された企画の取り組みについてというこ

とでございますが、昨年度はまちづくり住民大会とプラネット講座を連携事業として、プラネ

ット講座の若者をネットワークにおきまして、町内の若者がコミュニケーションをつくるため

にはどうしたらいいかというテーマのもとで議論がされてまいりました。最終的には若者によ

るまちづくりのために、自分たちがやってみたいと思う８つの新しいまちづくり事業が提案さ

れまして、２月１４日に開催されたまちづくり住民大会において発表をされたところでござい

ます。具体的な内容について、それぞれ委員の方より御説明をいただいた８つの項目でござい

ます。その後においては、本年４月に第４回のプラネット講座の若者ネットワークを開催いた

しております。その時点で、まちづくり住民大会で行った発表の反省。そして今後の方策につ

いて話し合いが実施されたとお聞きをいたしております。また若者ネットワークで提案をされ

ました１つの事業が今年度のまちづくり活動推進事業交付金を活用しての事業を実施する運び

となっておりますので、若者ネットワークに参加した、他の方々に対しましても事業への参画

を促すなど具体的な事業の実施を通じた中で、若者の地域づくりへの参画意識を高めながら教

育委員会とも連携し、ネットワークを広めていきたいとそのように思っているところでもござ

います。今後も、若者ネットワークにおいて事業実施についての検討が十分に行えるような可

能な限りの支援をしていきたいというふうに考えるところでございます。 

次に２点目の地域おこしに取り組む若者への支援についてでございます。近年若者を中心と

した団体が幾つも発足をいたしておりまして、地域振興や活性化、町のＰＲのために大いに活

躍をいただいているところでございます。これらの団体につきましては、イベントでの活動等

がテレビなどでの放送に取り上げられるなど本町のＰＲとしても大きな効果が出てきているも

のと考えている次第でございます。現在団体に対する支援といたしましては、事業の実施にあ

たり、まちづくり地域活動推進事業の交付金による支援。そして町外イベントへの参加時には
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交流研修事業としての補助を行っている内容になってございます。その他、各事業に対するそ

れぞれの交付金という中でゆいまーる清里が昨年実施いたしました、ゆるキャラの作成これら

についても、町の推進事業での対象として実施をさせていただいたところでありますし、また

食でつながるまちづくり事業等についても支援をさせていただいております。さらには清里盛

り上げ隊の皆さんが実施をいたしておりますサンタクロースのプレゼントの期間の支援事業と

雪祭り事業等についてもそういう内容での支援をさせていただいている状況にあります。また、

つい先だって札幌で実施されましたオータムフェスティバルに清里の虹色うどんが出品をされ

て、多くの若い方々が出店作業に従事をされております。これらについても、各団体等を通じ

ながら出張出場に対して御支援をさせていただいているところでもありまして、さまざまな事

業の展開に向けた町としての支援、補助事業等のできる限りの対応をしてまいりたいと考えて

いるところであります。 

次に３点目の若者ネットワークと出会いと結婚へのサポートについてでございます。 

現在出会いや結婚のサポートという形で体系をつくって組織化をして実施しているというの

は、農業の担い手育成交流の推進協議会がございます。基本的には農業後継者の皆さんの花嫁

対策、担い手対策という形で実施をさせていただいております。現在その協議会においては、

独身女性との交流を目的としながら札幌において、マリッジの会社がございまして、その契約

の中で清里の農業青年をそこに派遣をしながらチャンスをつくっていただくというようなこと

で事業展開をしている状況にあります。またこの現在の晩婚化、未婚化の率がどんどん高くな

ってきておりますので、北海道におきましても少子高齢化、これを何とか回避するために管内

においてもオホーツクの結婚支援ネットワーク。これが形成されたところでございますんで、

その構成には、全市町村がそのネットワークの中に会員の一員として参加をするという構成に

なっておりますから、これらの情報を的確に捉えながら、それぞれの若い人方の団体や職場や

組織にも情報を提供していきたいというふうに考える次第でもございます。また先ほどありま

したプラネット講座の若者ネットワーク、これも４回にわたってそれぞれ会議が持たれてきて

おりますので、こういう提案をまとめる時に多くの男女の方、若い人方が集まってまいります。

そういう機会が多くなればやはりそういう中からも新しい動きが出てくるんだろうというふう

に思っている次第でございます。 

この出会いそして結婚。そしてその先の子育て。これは極めて少子対策としての重要な課題

でもございますので、これらについても行政として、できる限りの支援をしていければという

思いであります。ただし、こうした出会いとか結婚だとかというのは、最終的には、あくまで

も個々での自由意思によるものでありますから、行政がどこまで手を入れていくか、非常に難

しいところもありますけれども、可能な限りは行政としても少子化に向けた重要な対策の１つ

として頑張っていきたいというふうに思うところでもございます。まちづくり懇談会でもさま

ざまな提案をいただいております。そうした若い人方を中心とする企画立案実行。これらの部

分をしっかりと我々としても受けとめながら、より効果がでるような形でのそういうものを大

いに検討させていただきたいと考える次第でございます。また応援の部分で、どういうような

システム化がいいのか。これらについても、教育委員会の社会教育的な立場からもアドバイス

をいただきながら、町全体としての取り組みになるようなそんなシステムづくりについても十

分に検討させていただきたいというふうに思うところであります。 

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。 
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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点目のまちづくり住民大会で提案された若者の企画へのその後の取り組みということ

で再質問させていただきます。 

まちづくり住民大会の前段におきまして若者ネットワークと教育委員会の主催によるプラネ

ット講座として、清里の未来を担う若者のつながりを形成するためにという目的から、この若

者ネットワークという講座が開催されて、その結果、３回の集まりを経た後に、住民大会で発

表されたとこのように承知しております。しかしながらせっかくの８つの提案がなされても、

実現に向けた動きがなければ、その提案の意義がなくなってしまうように考えます。これらの

企画に対して、実施することが可能なのか。果たして無理なのか。無理だとすればその改善点

は。このような検証や検討が町としてしっかりとする必要があるのではないかそのように考え

ます。その検討がなされてきたのかどうか。それをまず１点伺いたいのと、先ほど河口議員さ

んの質問の中に出てきました想像から創造する。町は受け皿として機能していかなければなら

ない。非常に感銘する、同じ意見を持つところであります。かといって行政主導でもダメだと

思いますし、丸投げでももちろんダメだと思います。出来るところはしっかりと応援していく。

そういうことが町としての役割として大切だと思いますが、再度町長の考えをお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 御質問の若者ネットワークで提案された、それぞれ８つのまちづくりの行動計画ということ

で住民大会においても発表をいただいたところでございます。そのときも若者によるまちづく

り提案に対して、コーデネータとして北海道宝島旅行社の鈴木社長さんの方からコメントをい

ただいております。そのときのコメント、かなり新雑なコメントで私もなるほどなと、大丈夫

かなというちょっと思いがあったんですが、８つの提案を誰がやるんですかとズバリ聞き返し

ておりました。提案はしても誰がやるのか。そこを決めないと前には進まないんですよという

内容であります。なるほど提案はできます。出来ますが、それを具体的に事業化するとなれば、

また違う角度が必要になってくるんだろうなというふうに思います。 

今の堀川議員さんもありましたように、行政がどこまでその中に入れるかという部分も十分

に考えていかなきゃならんだろうというふうに思っております。この中でも自らその提案をし、

自ら事業化に向けて、今年は２つが動き出したということも事実でありますし、またその動き

に対して町の方の受け皿としては、まちづくり住民推進活動事業費がございますんで、そうい

う中での対応が出来るものにはつけていきたいということで考えているところでもございます

し、またそれ以外の全体的な社会教育的な立場からプラネット講座とかいろんな部分での創造

事業が行なえる内容になってますんで、そういう部分をしっかりと連携をとりながら、深く入

り込むのもいろんな課題が出てくるかなと思いますが、だからといって全く手放しでというこ
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とにもならないと思っております。適当な距離感覚をしっかりと持ちながら、対応ができれば

というふうに思っているところでもございます。  

また受け皿としての対応の関係であります。これらについてもいろんな団体がありますから、

横の連携等を深めながら、やっていかなければという思いでおります。基本的にはいろんな団

体、社会教育的な要素がありますので、そういう中で対応が取れていければ、一番スムーズに

動くんではないかと。全体としては社会教育の中にいろんなまちづくり団体が加入されており

ますし、当然そういうところには青年団活動としての動きもあります。それとまた郷土芸能的

な動きもありますから、そういう部分を全体としてどういうふうに捉えていくかという中で、

受け皿、システムづくりが進んでいけばという思いでございますので、そこら辺も行政の方と

しても教育委員会と連携をとりながら、対応についても十分に検討させていただければという

ふうに思うところであります。 

以上申し上げて答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 今回のプラネット講座みたいな若い人たちがまちづくりについて話し合いをするとか、そう

いう機会は今まで無かったことだと思います。是非ともこのようなまちづくりについて若い人

たちがお互いに話し合いながら、そして提案につながっていく。このようなことは非常に素晴

らしいことですし、その過程で人間性を高めたり、人づくり仲間を増やしたり、仲間づくりを

通じてやる気が形成されていく。そういうことにも繋がっていくと思いますので、是非ともこ

ういうような話し合い提案というものが継続していただきたいと思いますし、提案された企画

等に対しましても、実現に向けた受け皿ですとかそのような応援体制をしっかりととっていた

だきたい。そのように重ねてお願いいたします。 

次に２点目の地域おこしに取り組む若者の支援について再質問させていただきます。支援体

制ということですが、事業の実施にあたっては、まちづくり地域活動推進事業交付金で支援し

ているということですが、この交付金は実施する事業について補助をするという事業交付金で

ありまして、まちづくり、地域おこしのために継続的に活動する資金としては使いづらい交付

金となっています。地域おこしの活動は、基本的にボランティアで行われていますが、その活

動や運営にはどうしても資金が必要となってきます。例えばゆいまーる清里が中心となって盛

り上げているご当地グルメの虹色うどん。３月の誕生から緑清荘とパパスでの売り上げがつい

先日５千食５千食を突破しました。テレビ新聞などにも何回かなく取り上げられて、清里町の

ＰＲはもとより清里産小麦への高い評価もいただいております。イベントの出店も多く、町の

にぎわいまつり、ふるさと産業まつり、苫小牧のご当地グルメグランプリ、札幌オータムフェ

スタなど町から旅費などの補助はありますが、いつも資金不足に悩まされているように聞いて

おります。活動資金づくりのために、きよっぴのグッズの販売を計画しても、そのグッズをつ

くるための軍資金がまず無いと。そのような話も、伺っております。事業に対する交付金では

なしに、地域おこしのための継続的な活動にも使いやすい地域おこし応援交付金的なものがあ

れば、非常に活動にも役に立っていくではないかと考えます。地域おこし応援交付金的なもの
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が必要と考えますが、町長のお考えを再びお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの若い人方がいろんな形での提案をいただいて、そして集まる機会があり、人づく

りや仲間づくりに繋がっていくんではないかというような御提案でありましたが、まさにその

とおりではないかというふうに我々も思っている次第でございます。そういういろんな出会い

が、いろんな面でのチャンスになっていくだろうというふうに思っておりますし、また先ほど

の出会いとそれこそ結婚へというところにもこういう活動を展開することによって、幅広い動

きが出てくるんだろうと思っておりますので、こういう部分においての対応について十分に支

援をしていきたいと思っているところでございます。 

また２点目のそれぞれの団体における活動の関係であります。先ほど申し上げました支援の

形ではまちづくりの交付金事業としての捉え方でやってきておりますので、そういう中で例え

ばイベントへ出場する場合においては、その参加にかかる経費だとか旅費だとかそういう事業

として捉えて支援をさせていただいていた部分がありますが、通常の運営と言いますか、組織

活動に対しての中では支援が打てる制度がありませんので、新たな形でどういうふうに進めて

いくのが良いのか。十分に検討させていただきたいというふうに思います。従来の行財政改革

の中で、それぞれの各種の組織団体の運営については十分に精査をさせていただきながら現在

に至っているということもありますので、そういう活動と新たな若い人方の活動とどういうふ

うに、めり張りをつけながらやっていけるか。１つの団体に出して運営費を支援したんだから

ってどんどん出てくる形の無いようにしっかりとサポートすべきものと通常版とある程度色分

けをしながら進めていかなければならない課題だろうというふうに思っておりますので、そこ

らへんについては慎重に対応しながらも且つどういう方法が最もベターなのか。そこらについ

ても十分に検討させていただきたいと考えるところであります。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） 

 町長の答弁にもありました、今まで行われてきた団体補助をしていく中での弊害。そういう

のも理解するところではありますが、このまちづくり地域活動推進事業交付金っていうものの

弱点というのも確かにあると思います。ですから、ちょうど良い具合のそういうまちづくり、

地域おこしのための継続的な活動にも使えるといった道を開いてくれるような新たな交付金ま

たは組み換えなどをぜひ検討していっていただきたいと思います。それとお金の補助というの

も必要なことと思いますが、活動に対するソフト面の支援と言いますか、活動しやすくするた

めに、町として、していかなければならないということがやはりあると思います。そういう面

も含めまして、まちづくり地域おこしのために頑張っているグループが十分に力を発揮できる

ように資金面、そして先ほども言いましたソフト面も含めた町の応援体制をよろしくお願いし
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たいと思います。 

次に３点目、出会い、結婚へのサポートについて。北海道でも少子化対策として結婚への支

援が重点施策として盛り込まれ、オホーツク管内でも結婚支援の情報交換や結婚しやすい環境

づくりに取り組むネットワーク会議も設置されました。清里町でも、他町村と情報交換しなが

ら、出会いから結婚支援には積極的に全町規模で取り組んでいかなければならないと考えます。

私は農業者の担い手対策に数年携わっていましたが、この協議会のメンバーは、農業委員会会

長・町長・議長・組合長などが中心で若い人たちや、女性の意見が反映されづらいものでした。

新しいサポート体制では、若い人たちの意見や企画を取り入れながら、婚活イベントや異業種

交流のお手伝いをしたり、あるいは結婚相談員を置いて専門の相談員を置いて、縁結びのお手

伝いをするといったこともある意味で必要になってくるとそのように思いますが、町長のお考

えをお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほどの若者の組織に対する町としての活動支援の関係でございますけれども、現在の清里

町の地域推進事業の交付金。この制度そのままの形ではなかなか呼び込むことは難しいだろう

いうふうに思っております。そういう中で全体的には申し上げましたように先ほど来の団体補

助。これをある程度めり張りをつけながら、どういう形で持っていくのが最も良いスタイルに

なるのか。そこら辺十分に検討させていただいて活動しやすい体制で支援の方策を検討させて

いただきたいというふうに思うところであります。それからサポート体制の部分、これはお金

だけでなくサポート体制をどう取っていくかと極めて重要であるというふうに思っております。

特に先ほど来ありますように、生涯教育的な部分が十分にありますので、そこら辺を含めて、

教育委員会とも連携を十分に取らせていただきたいというふうに思います。それから出会いの

創造でありますが、若い人方がいろんな場面をついて出会いを求めていく。それが将来的な結

婚につながっていくというような形になれば、最も良いのかなというふうに思っておりますが、

残念なことに清里町においては今の段階では農業後継者の部分の組織がありますが、全町的な

ものがございません。それらに含めて全町的な対応をいかにとっていくのがどういう形で体制

をつくってくのが良いのか。これらについても十分に検討させていただければというふうに思

うところであります。いずれにしても少子化の時代でありますから、やはり出会いをしっかり

と持って、そしてそれが結婚へ繋がり、出産へと繋がって、子育てにつながっていけば良いな

というような思いを致しているところであります。少し時間はかかるかと思いますけれども、

全体として町の中にオホーツク管内でつくったようなそういうような組織が立ち上がれること

が可能なのかどうなのかも含めて十分に検討させていただき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。 
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○２番（堀川哲男君） 

 出会いから結婚に関しては、なかなかプライベートなことであり、デリケートな問題でもあ

りますから、応援するにもいろいろと難しい面があるのは非常に理解するところであります。

多少時間はかかるかもしれませんが、町長ご答弁ありましたが、ぜひともスピーディーにお願

いしたいなと思います。先ほどお話ししました、管内の結婚支援のネットワーク会議というの

も立ち上がったということでありますし、聞くところによりますとこの担当は、保健福祉課に

なるというふうにお聞きしておりますけども、保健福祉課だけの問題では無しに、今まで農業

者の農業後継者の支援を行っていた産業課もそうでしょうし、社会教育的な面から教育委員会

も当然関係してくると思いますので、そのへんの課自体の連携もとりながら、ぜひとも全町的

な規模で、農業後継者の問題も非常に重要ではありますが、それ以外の全町的な取り組みも早

急に進めていただきたいと思います。その辺いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 若者の出会いの場の創設とそれをバックアップする組織化体制という部分でございます。今

もありましたように、最終的には個人の判断、意思というのが尊重されなければなりませんの

で、余り奥までというのは難しいかもしれませんけれども、この少子化の問題でまちづくり、

悩んでいることも事実でありますんで、そこら辺をしっかりと踏まえながら、横の連携もとり

ながら、北海道の部分は保健福祉課を窓口ということでありますが、これ私は保健福祉課なの

かちょっと疑問を呈していたわけでありまして、全体的なその若者の活動の中にそういうもの

を組み込んでいければなという思いでおります。そういうことの中で、行政もそうですし、農

協組織関係機関、また商工関係の皆さん、それから福祉関係のいろんな職場もありますから、

そういうところとの連携をしっかりとれるようなそういうような体系づくりについても十分に

検討してみたい、どこにどう直接働きかけるのがすっとまとまりやすいのか、これらも含めて

検討を加える所存でございます。もう少しちょっと時間をいただければというふうに思ってお

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） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 本当に結婚とかそういう問題はなかなか難しい問題ではありますけども、若い人たちへの定

住ですとか少子化対策にも繋がっていきますので、今後とも力強い応援体制のご支援をお願い

したいと思います。今回私は若い人たちへのサポート、応援についてということで質問させて

いただきましたが、若い人たちの力はまちづくり、地域おこしの原動力となります。町として

頑張る若い世代にしっかりとした応援をしていただくように重ねてお願いをいたしまして、今

回、私の質問を終わらせていただきます。 
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○町長（櫛引政明君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 御質問ありましたように、やはりこれからの町をつくっていくのは若い人方であります。若

い人方の力が結集されてこそ、本来で言う活力があるまちづくりに繋がると私もそのように理

解をしているところであります。そういう人方がこれからのまちづくりに地域の活性化のため

に活動していく、そういう要素を十分に踏まえながら、そこをしっかりとサポートできるよう

な体制について、町全体の課を通じながら連携を持って体制づくりを進めていきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、堀川哲男君の質問を終わります。ここで２時５０分まで休憩いたします。 

 

                               休憩 午後 ２時４２分 

                               再開 午後 ２時５０分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。次に伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 伊藤忠之でございます。本日何度か同じような質問等がございますけれども一般質問通告書

に従い、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について御質問いたします。 

まず１項目めでありますが、国では、まち・ひと・しごと創生法に基づき、地方創生の総合

戦略を昨年の暮れに閣議決定されました。このことに伴い、我が町においても清里町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を策定することとなりましたが、この総合戦略策定に関する現在の進

捗状況をお伺いいたします。またこの総合戦略を策定するにあたり、清里町総合戦略推進委員

会を設置しましたが、この委員会の人選及び概要についてお伺いいたします。 

次に、２項目めにありますが、この総合戦略の策定内容に関しまして、４つの基本目標がご

ざいますが、その基本目標の１つに若い世代の結婚出産子育ての希望を叶えるという項目がご

ざいます。先ほどの河口議員への子育て支援。また堀川議員への結婚支援に対する答弁の中に

もございましたが、まずは清里町における結婚、出産子育てに関する現在の具体的な支援対策

をもう一度お伺いいたします。また結婚出産子育てに関する支援対策について、今後、町長が

どのようにお考えなのかをお伺いいたします。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、ただいま伊藤議員さん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。
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まず本町のまち・ひと・しごとの総合戦略の策定についてでありますが、本件につきましては、

先ほども河口議員ならびに堀川議員さんの方から御質問でお答えをさせていただいております

が、改めて御説明を申し上げていきたいというふうに思います。 

本件については、国の総合戦略これを勘案しながら、雇用の創出。新しい人の流れをつくる。

結婚出産子育ての環境を整える。時代に合った地域社会をつくる、これが国で定めた４つの基

本方針でありまして、これを参酌しながら北海道もつくりなさい、そして地方も総合戦略を策

定しなさいということに相なっておりますので、現在これに向けた作業を進めているとこれが

状況であります。 

１点目の総合戦略の策定に向けての今現在における進捗状況でございますが、策定に当たり

ましては、まず役場の中に私を本部長とするそして管理職で構成される戦略本部を立ち上げて

ございます。この本部の中にはグループリーダーで構成されておりますワーキンググループを

置いておりまして、具体的な各施策立案の作業を現在進めているという状況にございます。そ

れから町民サイドの部分でありますけれども、町内各分野の有識者並びに町外の専門の知識を

持たれた方々にも加わっていただいた推進委員会を設置してございます。それで推進委員会の

設置の構成でありますが、全体としては１２名で委員会が構成されておりまして、そのほかに

先ほど言いましたように専門知識を持った方々をアドバイザーとオブザーバーとして３人お願

いをいたしております。まず推進委員会の組織名構成でありますけども、農業協同組合、商工

会、観光協会、林産協同組合、網走南部森林管理署、網走農業改良普及センター、清里町の校

長会、信用金庫の清里支店、清里地区連合、清里町ＰＴＡ連合会、自治会女性部連絡協議会、

清里町移住ネット。この組織の皆さんを代表しながら委員会に出席をいただくということで、

１２名の委員さんになってございます。オブザーバーでありますけれども、オホーツク総合振

興局の総合戦略担当の部長、網走開発建設部の地域振興対策室長、それと東京農業大学生産生

物学部の長澤教授。この３名の方にオブザーバーをお願いしておりまして、全体１５名という

ことに相なっているところであります。総合戦略の方向性具体的な対案について御検討をこの

中でいただいておりまして、広く町民の皆さんの意見を反映しやすい体制づくりということで、

こうした構成をさせていただいたところでございます。 

現在の作成の状況でありますけども、本部会議は既に３回開催されました。本部会議のワー

キンググループの会議においては２回であります。さらに推進委員会、町民皆さんで構成をさ

れている先ほど申し上げました、それぞれの組織で構成する推進委員会については２回開催さ

れました。現在は、そうした開催の中から素案づくりに向けての作業を進めているところであ

ります。基本的に素案づくりのベースとなるものにつきましては、既存事業の精査や新たな事

業の展開に加え、町民皆さんからの意見を参考にしながら、進めているところでございます。

今までの町民集約でありますが、６月下旬に町民アンケートを実施させていただいております

し、また、８月１日のまちづくりフォーラムの開催。さらに先ほども申し上げました地域ごと

に札弦、緑、清里４回に分けたまちづくり懇談会を実施いたしております。町内全般にわたっ

て、それぞれ意見交換をさせていただいたところであります。参加された方々においては、子

育て中のお母さんや移住者の皆さん、学生や老人福祉施設の職員の皆さん、また学校の先生や

農業後継者の皆さん、さらにはそれぞれお店の事業主の方や主婦の皆さんなど幅広い方々にお

集まりをいただき、それぞれの立場での普段感じていることを率直に、または前向きな御意見

をいただいてきたところでございます。こうした御意見等につきましては、先ほども申し上げ
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ました町のホームページにアップをしておりますし、町広報においても、主な御意見等につい

ては掲載をさせていただいたところでございます。そうした中で現在は冒頭述べました４つの

基本目標の中に政策パッケージを定めて、そのパッケージに事業や支援などを含め、作業をし

ているところでございます。今後これらのパッケージごとに、新たに数値目標というのが必要

となってまいりますので、これらの数値目標を定めて素案を作成していく段取りを組んでいる

次第でございます。素案につきましては、推進委員会で最終的に取りまとめをし、議会に報告、

そしてまた町民の皆さんからのパブリックコメントを受けて、最終策定という段階に入ってい

く所存でございます。スケジュール等につきましては、本部会議推進委員会、議会への御報告。

こうした流れの中で素案の策定を１０月の末までにまとめるように事務的に今進めているとい

う内容になってございます。それが総合戦略の作成にかかわる一連のスケジュールの関係でご

ざいます。 

次に２点目の清里町における結婚出産子育てに対する支援対策の関係でございます。これら

の支援対策については、本町の総合戦略の中でも本当に重要な項目として捉えているところで

ありまして、まず結婚についてでありますが、先ほども堀川議員さんへの答弁として、重複す

るところがあるかと思いますが、御理解をいただきたいというふうに思います。本町では農業

の担い手育成協議会で行っております独身農業者のための婚活事業の支援、またはオホーツク

総合振興局で、８月に設置をいたしましたオホーツク圏の結婚支援ネットワーキング会議の構

成として情報提供等を行っていきたいと考えている次第であります。出産子育てに対します支

援策につきましては、平成２６年までは各種の事業を実施してまいります。後程申し上げたい

と思いますが、それは子育て支援計画という、１０カ年計画がございまして、その中で事業を

展開させていただいたものでありますが、この計画が平成２６年をもって終了いたしましたの

で、今年度からは３１年までの５ヵ年計画として新たに子ども子育て支援事業計画を策定して

おりますので、この計画に基づき、引き続き、子ども子育て支援施策を総合的に推進してまい

りたいと考えている次第でございます。今般そういう中で、補正予算等についても一部提案を

させていただいておりますので、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。なお

具体的な支援の対策という形の中で現在行っております。それぞれの事業を申し上げさせてい

ただきたいと思います。それでは出産支援施策につきましては、妊娠妊婦さんの検診の全額補

助。それと両親のそういう妊婦さんへの研修。それから出産時の相談事業や訪問事業など。こ

れは保健師さんを中心に実施をさせていただいておりまして、安心して出産できる環境づくり

に努めているところであります。または子育て支援事業につきましても乳幼児期の健診事業や

予防接種事業、遊びの広場や保育料幼稚園の奨励費の補助。小学校の入学時には学童保育や、

遠距離通学に対する補助。また給食費では保護者負担の軽減。子育て支援専門員による相談業

務。さらには発育生活学習支援等を積極的に実施してきたところでございます。子ども子育て

施策は、まち・ひと・しごと創生における総合戦略での重点項目でもあります。清里町におけ

るまちづくり施策のこうした重点課題でも当然ありますので、今後とも保護者や子どもたちへ

のニーズを的確にとらえながら結婚出産子育てが充実したまちづくりを目指して、できる限り

の施策を講じてまいる所存でございますので、ご理解を賜りたいというふうに存じます。今説

明の中でもそれぞれの施策説明をさせていただいたところでありますが、それ以外も、教育関

係では当然高校の間口確保という部分の支援も含めておりますけれども、高校の進学支援の育

成、育英資金の創設また海外への留学制度の充実、高校１年生のニュージーランド派遣事業、
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高校生の地元進学に対する支援事業ＩＴ教育資材の充実整備、それと特色ある高校学校、魅力

ある学校づくりこうした事業の支援も行っておりますし、また小学校では多人数学級への支援

員の教員の配置であります。それと学級支援員の配置さらに未満児保育年齢の引下げと２歳児

は２分の１、３歳児の保育料については、全額支援の対応も行っているところであります。ま

た１歳２歳３歳と誕生日ごとにブックスタート事業も展開をさせていただいておりますし、今

年度は小学校中学校の支援学級へのタブレット導入による事業の推進も行っているところでご

ざいます。その他にヒブワクチンまた肺炎球菌、ロタウイルスのワクチン、水ぼうそう、それ

から麻疹ワクチンなどそれぞれの予防事業にも努めているところでございます。 

各種のこうした事業を通じながら、全体としての子育てのしやすい、教育のしやすいそうい

うまちづくりに努めているところでございますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。

以上申し上げまして、１回目の答弁にかえ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） 

 今町長の方から質問に対するご答弁をいただきました。その中で、まず１項目の総合戦略作

成について再度御質問させていただきます。この清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略につ

きまして、先ほど河口議員への答弁にもありましたし、あと今もありましたけれども、国から

の期限と申しますか、１０月末までというタイムスケジュールになっていると思います。この

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、今後の清里町のまちづくりにとっても大変重要な

ものになると思っております。国からの補助金の部分はわかりますけれども、その期限内に無

理やり合わせるのではなく、しっかり考えて今後の清里町のまちづくり指針となり得る素晴ら

しい、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略をつくり上げていただきたいと思っております

が、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） 

 このまち・ひと・しごと創生にかかる総合戦略の策定につきましては、今御指摘をいただい

たように基本的には１０月の末までに策定をということで、国からの指示をいただいておりま

す。その１０月の末までに策定した中で、まちづくりの効果的な事業については交付金の対象

にしてあげましょうと。そういうふうに国の方で指示を流している関係から１０月の末という

ことであります。ですからそこを１つの目安にはしますけれども、そのために、それまでに何

が何でも合わさなきゃならんという、そういうことは一切考えておりません。できればそこま

でにうまく順調にいってまとまって、その中で対象になるものがあれば、当然にその交付金を

対象にさせてもらうということも考えてはおりますけども、それを目的にやるということでは

ないというふうにひとつ御理解いただければ。だからきちっとした計画の中で、この２７年度

中には、作成をしなければならんということで、それぞれの担当の方でもそういう流れの中で
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今進めているという状況でありますので、ご理解をいただければ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） 

 今の町長のご答弁に対して、少し安心をいたしました。先ほども申し上げましたが、大変重

要なものでございます。余り焦らずという言葉は適切かどうかわかりませんが、じっくり本当

に考えて、今後の清里のために作り上げていただきたいと思っております。 

もう一つ、次の質問がございます。先ほどご答弁の中にもございましたこの清里町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を策定するにあたり、総合戦略推進委員会というものを設置したと思

います。この推進委員会は、今後第５次清里町総合計画の中間見直しのメンバーにスライドし

ていくのかどうか。その辺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） 

 先ほどもお話をさせていただきました推進委員会の構成につきましては、１２名の委員さん

とオブザーバー３名の１５名で推進委員会が構成されております。推進委員会の目的が、当然

にまち・ひと・しごとの総合戦略のそれぞれの計画の内容をご審議いただくということでの委

員会の構成ではありますが、今般第５次清里町総合計画の中間見直しも並行して進めなければ

ならんという状況下にあるものでありまして、その中で基本的には、総合計画の策定にあたり

ましては、総合開発審議会という委員会がございますので、そこの委員会を中心としながら進

めていきますが、こうした計画の策定または見直しの段階において通常であれば、臨時委員さ

んと構成しながら全体としての作業を進めていくという段取りになってまいりますので、今般、

ちょうどこのタイミングでまち・ひと・しごとの方の推進委員会が立ち上がってございますの

で、この委員さんをそのまま総合計画第５次の中間見直しの臨時委員さんとして、計画の中で

検討をいただくということで進めていく段取りといたしておりますので、ご理解をいただけれ

ばと思うところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 わかりました。ただ、この総合戦略推進委員会に関しまして、私なりに少々疑問がございま

す。この清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略が今後の清里町のまちづくりにおいてとても

重要なものになると思っております。ましてやこの委員会がそのまま第５次清里町総合計画の

中間見直しの臨時委員会にもスライドしていくのであれば、なおさら今後のまちづくりにおい

て重要な委員会になると思っております。委員の人選にあたり、定かではございませんが、国
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からの多少なりの要望があったのかどうなのかもわかりませんが、清里町総合戦略推進会設置

要綱の中に今言われた役職等、その他町長が必要と認める者という文言が記されているところ

でございます。まちづくりフォーラムや町民アンケートなどでは、若い町民からとてもよい意

見がたくさん出ています。またこの町には先ほど堀川議員も述べられておりました清里龍神太

鼓を復活させた連合青年団や商工青年部、農協青年部そして清里盛り上げ隊や清里ゆいまーる

等の若者の有志団体等活力ある、大変すばらしい若者がたくさんおります。にも関わらず、今

後のまちづくりを考えていく重要な委員会の中に２０代３０代の若者の代表がいないのは、私

はとても残念に思うのですが、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） 

 今般の総合戦略の策定委員会につきましては、まち・ひと・しごとの施策の中で、国の方か

ら一定の指示がされてございまして、産、官、学、金、原、労、これらの方々で構成をされる

ようにということになっております。ただそれだけでは、今議員からもありましたように全体

としてのバランスが悪いという判断をいたしまして、そこにＰＴＡだとか、女性会だとかそう

いう部分での構成をさせていただいて、１２名の推進委員会を編成いたします。それだけでは

専門的知識がなかなか難しいということで、アドバイザーそのプロの皆さんにお願いし全体で

１５名を見たところであります。その他はまちづくりフォーラムとか若者ネットワークだとか

いろんな活用、それと先ほど来申し上げています緑、札弦、清里地域でのまちづくりの懇談会

の活用をいたしますし、当然アンケート調査をやった中で１２０数件の意見も提案をされてお

りますので、そういうものを十分に参酌をしながら全体としての計画の取りまとめをしていき

たい。今御指摘をいただいたように、若い人の構成が少ないんではないかという御危惧をいた

だいているようでありますが、そういういろんな機会を通じて、出された御意見等も反映がで

きるような形の中で、事務的に整理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、

よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 丁寧なご説明ありがとうございます。ただですね、何度もまた繰り返し申し上げることにな

りますけれども、町民等からのまちづくりフォーラム等での意見っていうのは、言葉がもしか

したら間違ってしまうかもしれませんけど、ある意味単発で終わってしまうところがございま

す。それを精査するのが行政側でございますけれども、やはり責任を持った発言という形での

こういう委員会等に、若い方に入っていただくっていうのが一番な方法ではないのかと私は今

でも思っているところでございます。 

先ほど町長がおっしゃられていました第５次清里町総合計画の中間見直しに対しまして、こ

のメンバーが臨時委員会という形を取るということでございました。臨時委員会という形の中
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でこの１２名なのか１５名なのか、私わかりませんが、人数が決められているものなのか、ま

た決められてないのであれば、今後そこに２名ないし３名ほどの２０代もしくは３０代の若者

を入れてくことは可能なのかどうなのか、町長にお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 委員さんの関係でありますけれども、清里町の総合開発審議会につきましては、委員さんは

１５名ということに定められております。また臨時委員さんも１５名いうことでありますので、

基本的に先ほどのオブザーバーの方は委員さんではありませんので、あくまでもオブザーバー

という形でありますが、基本的に残り１２名の方が臨時委員さんでの考え方でございます。そ

うしたことから実態としては、基本的にあと人数的には３名ほどの余裕があるわけでありまし

て、そこらへん検討させていただければというふうに思います。全体としてどういうバランス

が良いのかという部分も含めて検討させていただければと。ただ推進委員会の総合戦略の部分

については、もう既にこれで固まって動き出しておりますので、そこでの対応ということには、

先ほど言いましたようにアンケートとかいろんなことをやっておりますので、そういう部分を

十分に参酌しながら進めさせていただくということでご理解をいただければというふうに思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ありがとうございます。そういう形で今おっしゃられていた形で、今後進めていただければ

大変ありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

次の２項目の質問に移らさせていただきます。結婚、出産、子育てに関する支援対策につい

てですが、先ほどの町長の答弁の中で子育てに関しては、さまざまな所管からの支援対策がか

なりあることがわかりました。また日ごろ子育て世代の方々とお話ししていてもこのまちの子

育て対策には、ある程度満足しているということを聞いていたので少々安心しました。引き続

き今後も支援対策を続けていただきたいとそのように思っております。ただ結婚、出産、子育

てのパッケージで考えますと、結婚及び出産に関する支援対策がまだまだ不十分のように思わ

れます。 

まず結婚支援体制についてですが、先ほど堀川議員も述べられていましたが、私も同じよう

にもう少し一歩踏み込んだ婚活支援対策等を町としても行ってはよいのではないかというふう

に私も思っております。今回婚活ではなく結婚に対してですけども、結婚することになると、

ある程度ものを買い揃える必要が出てくるのではないかというふうに思っております。そうい

うことを勘案しまして、我が町においても結婚祝い金制度を取り入れてはどうかというふうに

私は思っております。例えば一案ですけれども、結婚後この町に定住を考えているご夫婦に対

しまして、結婚お祝い金としてある程度それなりの額を現金ではなく地域振興券として助成す
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ることはどうでしょう。そうすれば常日ごろから町長がおっしゃられております地元商店街に

対する町民による買い支えにもつながりますし、商店街の活性化にもつながると思っておりま

す。また昨年度の冬に１組のカップルが初めてこのプラネットで結婚式を上げてくれました。

大変喜ばしいことだと思っております。この地域振興券の助成があれば、他町村ではなくこの

町で結婚式をあげようと考えるカップルが今後出てくるかもしれません。そうなると、地域活

性化にもつながってくると私は思いますが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） 

 結婚の部分、婚活事業の強化という部分でのご提案というふうに受け止めたところでござい

ますが、町においてもさまざまな支援事業を今までも実施をさせていただいております。この

祝金の制度も各所の町でもやっているところもございます。十分にどういうスタイルがいいの

か検討させていただきたいというふうに思いますけれども、基本的にそういう制度を新たに立

ち上げていくときに、いろんな部分での配慮も考えていかなければというふうに思っておりま

して、もし立ち上げるとなれば現金支給よりも地域振興券だとかいろんな部分がありますし、

ただ地域振興券の交付ばっかりでいきますと、実際に買いたいものが買えないとかいろんな部

分もあるとも聞いておりますんで、そこらへんはどういうふうにもっていくか、これから慎重

にやらなければならないと思っております。全体として、出産や育児、婚活、そういう中でど

ういう支援策が最も効率的かという部分の中で、１つの御提案としてじっくりと検討をさせて

いただくということでとどめたいというふうに思いますけども、いろんな部分での支援策、今

後とも継続をしていくものは継続し、また最も効率のいいものが出てくれば、そういう中での

対応をさせていただきたいというふうに考えるところでもございます。 

それからプラネットを使った祝賀会ですね。結婚の祝賀会を昨年実施いただきました。その

段階でも使用料をどうしようかなとかいろいろ検討させていただきました。負担が生じないよ

うになるべく、この地元でやっていただけるなんて、こんなありがたいことはないわけであり

まして、少しでもそういう祝賀会を開催できるチャンスを広げていただくためにも、いろんな

部分で検討を加えさせていただければというふうに思いますし、時間的にも多くの方々地元の

方がずっと利便性が高いのかなというような思いもしておりますので、そういう部分含めて、

より実施をしやすいような方法について、プラネットの管理をしております教育委員会とも十

分詰めていきたいというふうに思います。以上申し上げて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） 

 ぜひ先程の一案ですけども申し上げたことや、また今町長ご答弁もありましたプラネットの

活用をしていただくということにも町として善処していただきたいとこのように切に思ってお

ります。 
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続きまして出産支援対策についてでございます。このように新しい生命が生まれるというこ

とは、とてもすばらしくこの町にとっても大変喜ばしいことであり、町全体でお祝いしてあげ

てもいいかなと私は思っております。またこの清里町がそういう温かい町であってほしいとい

うことも私は思っております。そういう意味を込めまして重複する部分ございますけれども、

先ほどの結婚祝い金同様、出産祝い金制度を取り入れてはどうでしょうか。町長にお伺いしま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御提案でありますけれども全体として先ほど申し上げましたように結婚があり、

出産があり、子育てがあると。一連のパッケージとしての支援策が出てくればというようなこ

とでのご提案かというふうに思います。今までも大所高所、さまざまな部分での支援対策を実

施してきたことも事実でありますけども、そういう一連のパッケージとして最も効率がいい手

法を十分に検討させていただきたい。１つの御提案として捉えさせていただければというふう

に理解をするところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ありがとうございます。また出産祝い金制度とは別になるんですけども、また出産支援対策

についてでございます。また１提案でございますけれども、今現在子どもが欲しくてもなかな

か授からない夫婦が不妊治療を行っている場合、特定不妊治療費の一部助成を行ってはどうで

しょう。特定不妊治療は医療保険の適用外であり治療費が高額になります。さらにはここにも

資料等がございます。特定不妊治療に対する国及び道の助成の平成２６年４月から一部改訂。

平成２８年から全面に近い改訂となります。ただ様々な制限等がありまだまだ不十分な面がご

ざいます。他の自治体では独自に追加助成を行っているところもありますが、清里町において

も検討するべきではないかと私は思いますけれども、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） 

 全体の出産から育児までという中でのご質問であり、ご提案をいただいたところであります。

先ほど申し上げましたように全体的なパッケージとしてどう捉えていくかということを踏まえ

ながら、１つの提案という形の中で検討させていただければというふうに思うところでありま

す。この施策についても、特定の部分については北海道でも１部やってきているという部分も

ありますので、そこら辺の上にどれだけオンできるのかという部分もありますから、全体とし
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てパッケージの１つの中で捉えていかざるを得ないのかなという思いをいたしておりますので、

そういう中から十分に検討させていただければいうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 先ほどからいろいろとこちらから一方的な提案等させていただいたわけでございますけれど

も本当に今後考えていただきたいと思っております。 

今後の活力あるまちづくりにおきまして若い世代の役割も大変重要になってくると私はその

ように思っております。その若い世代がこの温かい町で結婚をし、出産をして、安心して子育

てをしたいと思ってもらえるような具体的な支援対策を大胆な発想で前向きに検討していただ

きたいということを申し述べ、今回私からの一般質問を終わらせていただきます。以上でござ

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 若者の世代の方々が活力あるまちづくりを進めていく、もうそのとおりではないかというふ

うに思っております。そのためには町全体としても、そうした若者たちをどう支えていくかと

いうことは、極めて重要な課題だと認識をするところでもございます。 

先ほど来ありますように、出産、また育児、どうしても若い世代の段階ではやっぱり所得が

まだ到達をしていないという方が随分いらっしゃるというふうにお聞きもしておりますので、

全体としての負担軽減にいかにつながり、子育てのしやすい町になるかということで清里町を

選んでもらえるというような町になるように前向きな検討を加え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、御理解を賜ればというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで伊藤忠之君の質問を終わります。次に池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今回の定例議会は、５名の方の一般質問ということで、私が最後の質問者となりましたけど

も、前段の４人の方の質問を聞いていますと、すべての質問がこの清里町のまちづくりに対し

て、とても重要な案件ばかりであるということを今更ながら、午前中から聞いていて私も痛感

しております。 

私も先に通告しております地域振興対策について、２点一般質問をさせていただきます。こ

の地域振興対策に関しましては、１期目のときから今まで複数回、一般質問を行っております

が、現在の清里町の状況を見たときに最も重要な問題ではないかと私自身も考えているところ

であります。 



 68 

さて櫛引町長も、この春の選挙にて数多くのご支持者のご支援によりまして、２期目のスタ

ートになりました。１期目以上に期待をされている町民の方が数多くいるのではないかと思い

ます。私も期待をいたしておりましたが、今のこの町の状況を見ますと４、５年前と比べて見

ても何も変わっていないような気がいたします。また、今回、国からの要請によりまして１０

月末までに、地域創生を速急に提出しなければならないといったこともありますが、あくまで

も国の施策でありまして、この施策に振り回されることなく今まで以上に未来の清里町のまち

づくりをどのようにしていくのかということが最も重要ではないかと思います。 

まず１点目の地域人口減少に伴う地域活性化及び地域雇用についてお伺いいたします。清里

町の人口も７月末日で４千３２９人。櫛引町長におかれましては地域の活性化、そして地域雇

用に関して住宅リフォーム補助店舗、事務所の改築事業補助、新店舗出店補助、商品券交付事

業、定住者拡大に向け取り組まれました。定住団地における住宅建設に対する補助など実に幅

広く補助事業を実施してきましたが、この間地域の活性化や雇用の拡大そして人口減少の歯止

めについて、具体的にはどのような成果があったのかお伺いいたします。私だけではなく、多

くの町民の皆さんの実感としては非常に厳しい街中の状況。そして雇用の環境が、今でも続き

出口すら見えないということが、現実ではないでしょうか。いろいろな施策を行っても、成果

がなかなか見られないということなのか。それとも、町長自身、実績は確実に上がっていると

評価をしているのか。どのように捉えているのか、お伺いいたします。 

２点目に交流人口の増加に向けた具体的な施策についてお伺いいたします。これは河口議員

も質問されておりましたけど、町長は、交流人口の増加を目指して住民協働で始まった花と緑

と交流のまちづくりの延長事業であります庭園まちづくり構想を１期目からの公約とされ、今

まで来ましたが北海道に要請をしていた道道摩周湖線の駐車帯整備以外に上斜里から札弦まで

のフラワーロードや札弦から緑までの桜並木整備に関しては、何も進展がなく来ておりますが、

具体的な進捗状況がどうなっているのか伺いたい。また今回交流人口に向け、旧レストハウス

の改修工事の一部が９千８００万円をかけて行われます。観光協会が中に入り運営を行うこと

になると思われますが、町長は当初あのエリアを焼酎工場と一体化した中において、町の観光

の活動の拠点にしたいとおっしゃっておりましたが、清里町にとって交流人口を増やしていく

具体的な案について町長はどのように考えているのか、お伺いいたします。 

以上２点について１回目の質問とさせていただきますが、限られた時間しかありませんので

答弁は簡潔的にお願いをいたしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問をいただきました、池下議員からの地域振興対策についてのお答えを申し上

げたいというふうに思います。 

まず１点目の人口減に伴う地域活性化および雇用対策についてでございます。本町を取り巻

く社会的、経済的環境は、御指摘をいただきましたように人口の減少や少子高齢化、そしてま

た消費購買力の町外の流出などによって極めて厳しい環境下にあるというふうには認識をする

ところでございます。こうした状況の中、少しでもそれを緩和させなければというようなこと
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で、さまざまな事業施策を展開させていただきます。その中先ほどもそれぞれの趣旨の事業に

ついて御説明をいただいたところであり、それ以上にいろんな部分において支援をさせていた

だいてきたというのが実情ではないかというふうに思います。 

そうした中で確かに人口の減少。いまだに歯止めがかかっておりません。ですが、この人口

の動態からいきますと、ここ５年ぐらいに大幅に内容が変わってきているというのも実情かと

いうふうに思っております。それまでの５年以前については、毎年１００名近くの本町から離

れていく人口の減少があったわけでありますが、ここへきてそれがかなり穏やかに緩慢になっ

てきたというふうに理解をしておりますし、数字的には、はっきりとあらわれてきております。

これは１つにはいろんな支援策を講じてきたそのものがズバリというふうには私は分析できな

いというふうには思っていますけれども、その中の一因であったということについては、十分

に理解はできるだろうというふうに思っております。さまざまな施策展開をさせていただいた

成果がじわじわと現れつつあるんだろうというふうに思いますし、総合戦略で進めております

今年以降５年間の具体的な戦略の中で、示されるべき４つのそれぞれの基本方針に向かったよ

り具体的な施策が展開されるならば、その減少のスピードはより緩慢になっていくものという

ふうに理解をしているところであります。また併せて、第５次総合計画の中間年でありますの

で、これの後期５カ年計画に併せた中での事業展開が実施できればというふうな思いをしてい

るところでございます。 

次に２点目の交流人口の増加に伴う具体的な施策の関係でございます。御指摘をいただきま

したように、私の１期のときの公約といたしまして、庭園のまちづくりを展開をしていきたい。

花と緑と交流のまちづくりで培ったそれぞれの景観、またまちづくり活性化事業をより全町的

な対応として、清里町のイメージをそうした中につくり上げていきたいという中で庭園のまち

づくりを提案させていただきます。こうした中で本町が有しております１００名山のひとつで

あります斜里岳とそのすそ野に広がっております農業を中心とする田園景観。さらには町民の

皆さんと行政とのパートナーシップ事業で展開をしてまいりましたフラワーロードやガーデニ

ングの事業。こうしたものを有機的に繋ぎながら、それぞれの地域をこの清里の全体として点

から線へ、線から面という中でのまちづくりを進めていきたいようなことで今日まで努力をし

てきたところでございます。その中の１つでは、札弦のパパスランドも道の駅としての機能の

充実を図ってまいります。入り込みは聞くところによりますと、本年は一昨年の５割増しの入

り込みを見ているというふうに聞いておりまして、それなりの効果は現れてきているんだろう

というふうに思っておりますし、また、当時道の駅を開所する前の従業員の数はそんなにいな

かったわけですが、今はそれの倍以上の方々が働いて、雇用の場と産業の場を生み出している

ということも１つではないかというふうに思っている次第でもございます。おかげさまで道道

の摩周湖斜里線における途中の景観駐車帯。これについても整備をすることができました。清

里では２カ所、上斜里地域における駐車帯と神威地域における駐車帯ができ上がったところで

あります。ただ摩周湖斜里線については、現在も各区工事の最中でありますから、ちょうどそ

の位置にありますので、あそこでの事業展開というのは、今年はちょっと難しいかなというふ

うに思っておりますが、景観駐車帯を使って地域の特産品を売るだとか、いろんな行事が出来

るんではないかとそのように考えているところでもございます。その中で旧レストハウスにつ

きましても、全体としては焼酎工場がありますし、またふれあい広場もあるわけでありまして、

従来もレストハウスとしてブライダル中心ではありましたけども、やはり町の活性化の拠点施
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設として活動いただいていたわけであります。たまたまブライダル部門が急激に減少して採算

性が成り立たなくなったということで、閉店ということにはなりましたけども、そこの部分を

スリム化していくならば、必ずや清里の市街地域における拠点施設としてよみがえるだろうと

私は思っているところでもありますし、今まで観光に関しては、移住定住交流も含めてになり

ますけれども、清里で物事を提案する場所がなかったといっても過言ではないかというふうに

思います。確かに町の中にはコミセンがございまして、その中に商工会が入り、観光協会が入

っておりますけれども、それの実態が町外から来た人が果たしてわかっていたかどうかという

のはかなり疑問だというふうに思っております。私は今回の旧レストハウスをそういった意味

での清里の観光案内でまた町内のインフォメーションの場としての拠点として、十分に機能を

発揮することになるだろうというふうに思っておりますし、それは観光にのみとどまらず、体

験だとか交流だとかふれあいだとかそういう部分に使っていくことによって、いろんな職種の

方々があそこで交わることになるだろうというふうに思っております。そういう意味であそこ

の場所においては交流活動施設のイメージとそして清里の全体としての観光交流の場としての

イメージ。そして雇用や新たな産業の拠点としてのイメージをつくり上げていかなければなら

ないというふうに思っている次第でございます。 

以上申し上げまして、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） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 人口減少の問題というのは、どこの町もそうなのでありますけど、わが町に関しては平成１

６年度５千９人いました。平成２６年度は４千３００人。先ほど河口議員がおっしゃいました

けども４千３２６名というふうになっております。河口議員のときの答弁の中で出生と死亡に

関しては、毎年約３０名前後だと。これは私も数字全部持っていますので、わかりますけども

やはり一番多いのは転出なんですよ。１６年度は９０人も転出者が多い。転入者が１６３人で、

転出者が２５４人もいるんですよ。平成１９年度も同じく９０名ぐらい。町長先ほどの答弁の

中で、平成２６年度は増えたと。確かに増えてはいるんですよ。１０何名ですね。増えていた

のは。ただこういったことを数字だけ取り上げてもしょうがないんですけども、今回のまちづ

くりのアンケートの中で９６７分の４６７ですよ。約半数の方が回答をいただいておりますけ

ども、ここにそのときのアンケートありますけども、こう読んでいきますと若い人たちが書い

ているのは、やはり清里町に雇用の場がないと。これがすごいんですよ。何人もの方が雇用の

場がないと。病院はあるけど、子育てもそこそこ充実はしているけども、とにかく仕事をする

場がないんだと。だからどんどん転出していくんだと。それが、斜里であり網走であり、北見

であり、そして札幌であり、どんどんどんどん転出していくわけですよ。こういったことを踏

まえて定住者を増やすためにいろいろな施策をやっておりましたけど、今の段階で、ここ数年

何ら変わらない状況が続いているのかなというふうに思いますけども、何回も何年もかかって

町長にこの質問してきましたけども、町長の今の現在の考えをちょっとお聞かせていただけれ

ばというふうに思います。 
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○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でありますけれども、清里町の人口動態から見て、そしてまた今回の戦略

のアンケート調査の記載の項目から見て、一番大事なのは雇用の場がないんではないかと、こ

れが転出をする大きな要因ではないかという御指摘でありますが、ある一面そのとおりだとい

うふうに私も判断をいたしております。ただこれらについても、そう一朝一夕にできるような

話ではないというふうに思っております。それで町の方においても先ほども言いましたパパス

ランドを新しくしていろんな機能を与えることによって、雇用が従来より増えております。老

健施設も同じです。老健施設には約７０何名の職員がいます。老健施設を建てたことによるも

のがあります。それ以外のさまざまな部分。ある一面、オートキャンプ場だとか、パークゴル

フ場でさえそうです。オートキャンプ場を運営するときには、何人かの職員がいなければ運営

できません。年間ではありませんけどその時期は、雇用が生み出されております。またパーク

ゴルフ場もそうです。そのシーズンであれば、当然管理するための職員をお願いするというよ

うな部分で、これは大きな工場なりを持ってきて、どんどんと建設をするというのはなかなか

現状としては至難の業だと私は理解しておりますから、小さな単位でもいいから、少しずつそ

れを増やしていくという施策。これが最も重要ではないかというふうに思っております。雇用

だけでありません、やはりまちに活力を与え、夢のあるまちづくりをするために、そして多く

の人方に清里町に来てもらう。そうした拠点づくりもしなければならんというふうに思ってお

りますし、それができれば当然維持管理をし、いろんな提案をするための職員が必要になって

きます。当然そうなれば雇用が増えてくるということになります。一気に何１０人を雇用とか

そういうことではないかもしれませんけれども、やはり何人かずつでも積み重ねていく。これ

が一つの地方としての手法ではないかというふうに思っております。また人口の流出、転出の

中には仕事がなくて出ていくときもありますが、残念なことに清里には大学もありません、専

門学校もありません。高校を卒業するとほとんどの方は今就職をしないで、ほとんど上級学校

に出ていきます。これも大きな要素になります。毎年お生まれになった方々は大体清里で４０

人前後のところで推移していますから、毎年無条件でそれぐらいの人方は１回転出をされます。

後継者として農業の場合はしっかりした基盤を持っていますから、農業の場合はお戻りになら

れる方が相当数おりますけれども、それ以外の部分はなかなかそこの職場との絡みで、また戻

ってくるかとなるとなかなか難しいという部分もあることは確かだと。それともう一つは職業

にはミスマッチっていうのがありまして、私はこれにつきたいけれどもこの職場がないという

のがあります。都会に行くとすべてのものが大体そろっておりますから、やはりそういう人方

は、都会に出ていくというのが、これも現実の姿ではないだろうかというふうに思っていると

ころであります。 

先ほど来申し上げましたように、さまざまな施策展開をしながら一気に何１０人という雇用

の場をつくるということはかなり困難性を出てくるかというふうに思っておりますが、２人な

り３人なりというそういう小さな単位からですね枠を広げていく、そういう努力は惜しみなく

やっていかなければならないというふうに思っているところでございます。以上申し上げて答

弁とさせていただきます。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 私が２年前の９月から町長にこの定例議会の中で、何度も人口減少問題また地域経済と雇用

に関する問題ということを一般質問をしておりますけども、その町長が答弁の中で町の中のに

ぎわいが戻ってきつつあると評価をしていると答弁されております。また雇用に関しても大型

事業等は町内企業が工事を請け負っており、地元での雇用も多く地域の産業に与える影響は大

きいもので全体として波及効果はあったと答弁をいただいております。私の目から見ると清里

町の場合は、農業を除いた分野においていまだに公共事業に頼らざるを得ない状況が続いたり、

また小売業を中心とした対策にしても、前町長時代からの延長事業または焼き直し事業に加え

て町単独の補助金事業が主体であるというふうに見えます。町長自身、今後どのような地域振

興対策を具体的に考えておられるのか。お答えしていただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 地域経済との関係かというふうに思いますが、清里町の人口からいけば、年々減少してきて

いるというのは事実でありますし、この傾向はしばらく続くだろうと。ただスピードは相当緩

慢化してくるだろうと私はそのように思っているところであります。こういう小さな町ではや

っぱり行政主導型というのが、やむを得ないだろうというふうに思っております。民間の方々

が本来であれば民間活力を持ってどんどんと前へ進める、そういう事業展開がなされれば良い

わけでありますけども、どうしても人口が少ないことによる需要の問題等もございますから、

民間の方々が全面に出ながらそれをカバーしていくというのは極めて難しい。その足りない部

分をやっぱり行政はできる限り埋めていかなければならないというふうに思っております。単

純に経済効率だけではないというふうに、私は行政活動として展開をしなければという思いを

持っております。町がそれぞれ展開してきました、今までの新店舗の支援事業だとか店舗の改

修事業。それからそれぞれの町が単独で行っております補助事業のうち一部は地域振興券での

交付事業。こうした事業を使いながらやっぱり地元で少しでも購買力を上げてもらう。これは

従来から進めてきておりますし、今後とも、やっぱりやっていかなければならないだろうとい

うふうに思っております。本来的には町全体の町民の活性化活動として、地元ですべてのもの

を購入しましょう、購買しましょうというような形でも大きくうねりとして起きてくれば、本

当にすばらしいことだなというふうには思っておりますけれども、現状のモータリゼーション

の中では、中々そうもいかないだろうというふうに思っているところでありました。そこを完

全に諦めるということではありませんけれども、そういう事業の展開と住民活動の展開をあわ

せてやっていく必要があるんではないだろうかなというふうに思っている次第でもございます。

先ほども言いました、どうしてもこういう小さな町であれば、単独での購買力はなかなか難し

いわけでありますから、行政でできる限りの支援策を打ちながらともに町に活力をつけていく

というようなやり方が最もベターではないかと私は理解をするところでございますし、また新
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たな流れとしては、やはり清里の基幹となる農業を中心としながらグリーンツーリズム等のよ

そから人を呼び込む交流で呼び込む、移住で呼び込む、体験で呼び込む、滞在で呼び込む。そ

ういう他からの外資の導入も含めて、まちづくりに寄与していかなければというような思いで

いるところであります。以上申し上げて答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今年は総合計画、第５次の総合計画の中間年ということでいろいろとローリング等も考えら

れておりますが、総合計画の中で基本目標というところがありまして、異業種連携による新た

なコミュニティービジネスの創造と促進というのがありまして農、商、工、観等の協働と連携

によるコミュニティービジネスの創造と発信と謳っております。それと今年の町長の町政執行

方針１１ページに特産品の販路拡大や新たな雇用を生み出す６次化などの取り組みを目指して

まいります。とこういうふうに書いてある。当然ローリングをするわけですから、だめなもの

はどんどん削っていくんだろうというふうに思うんですけども、こういうふうに町長が文字に

して書いているということを見ましてこの特産品の販路拡大や新たな雇用を生み出す６次化等

のというふうに書いてある、この部分。どういうことを想像して書いたのか。ちょっとお聞か

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） 

 全体としての流れの中での話だというふうに思いますが、やはり清里町の活性化をさせてい

くということになれば、既存の基幹となる農業を中心としながら、その中に新たなビジネスや

雇用を生み出していくということが最もこれから大事になってくるだろうというふうに思って

おります。そうした中で清里でも一部の方々におかれましては、６次化に向けた取り組みをす

でに進めております。町も新店舗の部分で支援をさせていただきましたが、麦工房さんだとか

澤田農場さんだとかの中で豆腐を作ったり、パンを作ったりという部分も実施してきているわ

けでありまして、今後においても、そういうような展開を進めていく必要があるというふうに

私は思っております。と言いますのは、今ＴＰＰの問題もあります。今までは、農業オンリー

で一定の所得が上がってきたということも思っておりますけども、今後においてＴＰＰが仮に

何らかの形で妥結されたということになった時に、果たして今までの企業体のやり方でいいの

かどうかという部分も含めながら、やはり６次化の道というのは、全員がやれる話ではありま

せん。特定の人しかできませんけれども、道はきっちりと開いておくということは大事な使命

であろうというふうに思っているところでありまして、そういう部分での対応を町としても広

げておかなければならないものというふうに認識をしている次第であります。 

以上であります。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の町長の答弁を聞いていますと、６次化などの取り組みを目指してまいりますじゃなくて、

６次化などの取り組みをしている民間業者を支援しますって書いた方が良いと思うんですよね。

このへんニュアンスが全然違うと思うんですけども。第５次の総合計画またはこういった毎年

出される町政執行方針。我々は町長が自ら書かれているものに対して、しっかりとまちづくり

のために行っていくんだろうなという想定で見ておりますので、具体的にこういうふうに書か

れていることに関しては、しっかりとそれに向かって邁進してほしいと思うわけですよ。そう

いった中において、先ほど伊藤議員も総合戦略の話、総合計画の話をされておりましたけども、

今年は中間年ということで中期的な評価を行い、その結果を広く町民に公表するとしています。

また総合開発審議会に、毎年度の実績と計画進捗状況を報告し、意見を伺う町民自身が計画推

進の主体として、意見反映を継続的に設け、計画の推進管理に反映させます。こういうふうに

書いてある。これ中期的な評価を行ってその結果を広くまず町民に対して公表することにしま

すって書いてあるんですけども、これはいつ頃する予定なんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問２点あろうかと思います。１点目につきましては、６次化の取り組みの課

題かというふうに思いますが、今までやってきた部分については、当然支援をしながらいきま

すが、今後何が生まれてくるかわかりません。極端に言えば農協さんが、今回手がけたうどん

ですか、あれも６次化です。そういうものがどんどんどんどんこれから出てくるだろうとそう

いう想定の中で支援していきたい、それを目指していきたいということでありますので、今ま

でのやつだけでの判断でなくて、これからも起きてくるであろうという部分についての表現も

ありますのでご理解をいただければというふうに思います。 

それから総合計画の計画ちょうど中間年でありまして、見直しの時期であります。具体的な

それぞれの施策の評価。これについては既に、事務的な部分で１回終っているということであ

りまして、これから具体的な部分をさらに詰めながら町民への公表に踏み切っていきたいとい

うふうに考えております。具体的な部分としては、先だって総合開発審議会を開催させていた

だきまして、今後のスケジュールと具体的な作業としての打ち合わせが進められてまいります

ので、そうした中で進めるように努めていき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、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 中間年が終わるのが来年の春なんで、そのときにすべて公表して発表する前にやはり町民の
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意見をどうやって反映して、それを皆さんにお知らせしていくかというのは、町長の責務だと

思います。そこら辺は早急に会議等何回も設けながらまちづくりに役立ててほしいと思います。

この第５次総合計画というのは、平成３２年までありますので、そういうふうに進めていただ

きたいと思います。 

また先ほどの６次化の問題でありますけども、今後、農協等も小麦粉の問題とかいろんな問

題ありますけども、私は実はまちづくりとその雇用の場をつくって、人口減少問題に歯止めを

かけるというのは、確かにうちの町は農協さんが充実していますので、すごく理解はするんで

すけども、これ具体例を出していいのかどうかわかりませんけども、島根県の海士町みたいな

産業創出を町長がやって人口減少に歯止めをかけた。産業だけじゃありませんけどね、高校の

問題とかいろんな問題が加味されて、人口減少に歯止めがかかっているっていう状況を踏まえ

ますと、やはり行政の首長が率先して極端に言うならば町が株式会社化するぐらいの気持ちで

雇用の場をつくっていくんだというぐらいの意気込みをちょっと見たいなというふうな部分も

あります。これはちょっと極端な話でありますけどもそういうふうな思いもありますので、頑

張っていただきたいと思います。 

続いて、２点目の交流人口の増加に向けた具体的な施策についてお伺いしたいと思いますけ

ども、交流人口を増やすということについて昨年の１２月の定例議会の私の一般質問の中で、

日本で最も美しい村連合への加入について町長に質問をいたしております。その時加入へのハ

ードルがものすごく高く、なかなか大変であるとこういうふうに答弁をいただきました。私の

目から見ますと、この段階で町長は申し訳ありませんけど、入る気がないのかなというふうな

思いでおりました。しかしわずか２カ月後の選挙の公約として自身のパンフレット上に、この

日本で最も美しい村連合に対し、加入に向け積極的な発信をされ、また、町政執行方針にも載

せております。この心境の変化について本気で加入に向けて動いているのか具体的にお聞かせ

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） 

 今御提案をいただきました海士町の人口対策。こういう夢のある対策をぜひ打ち上げるべき

ではないかということでのご指摘かというふうに思います。確かに私も聞くところによると、

人口が増えているということでありまして、それの一つのきっかけとなったのは高校生に、特

別に大学生が授業を行うという中で、高校生がどんどんどんどんとわざわざ不便なその町にま

ず行って、学力向上を目指しているという部分が相当大きなウエイトを占めたんだろうという

ふうに思っておりますんで、教育委員会とも清里の場合はグローバル化に向けた英語教育を頑

張ろうというような話を進めておりまして、そういうふうになっていけば、そういう展開が出

てくるかというような気持ちもいたしているところでございます。なかなかどれをやるにして

もそんな簡単に成果が出るというふうには思っておりませんから、地道にやれるべきものをや

り、そして夢として描くものは描いていくというような形で進めていければというふうに思い

ます。 

それからご指摘をいただきました、日本で最も美しい村連合への加入の関係でありますが、
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確かにこのハードルをクリアして入っていくというのはかなり難しい作業になってまいります。

申請をしたからすぐＯＫということにもなりませんし、たしか情報によりますと３年に１回ず

つ改定審査がありまして、行動してない、活動をしてなかったらズバズバと落とされていくと。

こういうようなかなり厳しいハードな組織になっているというふうにお聞きをいたしておりま

す。私は全体としては、清里町の本当に広大な景観を持った特性がありますから、それを全面

的に前に出して、そしてＰＲをしていろんな方々に来てもらいたい。そのために我が町だけで

やっても、なかなかその成果に結びついていかないと。今までもいろんなプロモーション、そ

れこそあっち行ってこっち行って特産品売りに行ったって、いろんな事業をやってきましたが、

清里町の知名度は管内全体での話ですけどもアンケート調査をしたところ１桁やっとという町

村がほとんどであります。大体知床の自然遺産でさえ半分までいかないと、認知度は。それほ

どＰＲをするというのは大変な作業だというふうに思っております。そのためには先ほど申し

上げました美しい村連合、こういうところに入りながら、その中で共に全国組織として活動を

させていただければそれに越したことはないだろうというふうに思っているところであります。

これから交流や滞在、ふれあいとか事業展開をしていくためには、必ずやこの中に入って活動

することによって、いろんな部分が活きてくるだろうというふうに思っているところでありま

す。今年、美瑛町では加入をされて数年目ということで、この美しい村連合の世界大会をやり

ました。そういうチャンスが必ず巡ってくるというふうに私は思っております。この日本で最

も美しい連合というのは、世界組織の中の日本の支部でありますから、そうした活動について

は、世界的な部分として一緒になってやっていける部分も出てくるだろうというふうに思って

おりますので、これの加入に向けていよいよ具体的な取り組みを進めていきたいというふうに

思っております。ただ申し上げておりますが、出したから加入できる組織ではないということ

だけ申し上げておきたいなというふうに思います。ただ出す限りは何とかその中に加入ができ

るようなそういう努力は全面的に頑張っていきたいなというふうに思うところでございます。 

それからちょっと先ほど答弁漏れておりましたが、総合計画の中間年における反省評価の関

係でありますが、今その作業に先ほど入っているというふうに申し上げましたが、町民への公

表の段階これについては、そこの整理が終わった段階でなるべく早く町民の皆さんにお知らせ

をできるように進めていきたいというふうに思っておりますし、また町民の皆さんの意見を加

えた新たな方向性についてもなるべく早く町民の皆さんにお知らせをしていきたい。できれば

そういうタイミングが合えば、パブリックコメントに結びつけていければというふうに思って

おりますのでご理解を賜りたいというふうに存じます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 こういった例えば世界で最も美しい村連合とかそういったことは、すべて交流人口を増やし

ていくということが基本にあると思うんですね。そこで交流人口の昨年と一昨年の実績。それ

と今年の上半期の実績がわかれば教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） 

 ただいまの御質問であります、清里町における交流人口の推移でございますが、平成１７年

からありますが２５年、２６年でよろしいですか。 

 

○５番（池下昇君） 

 今年の上半期と。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ２５年につきましては、３５万４千５６３名ということになってございます。それから、２

６年は３７万６３０人ということでございます。また２７年度の今現在についてはまだ整理が

されておりませんので、ちょっとこの時点では解りかねるということでございます。 

ちなみに平成２４年は２６万９千ですから、２４年と２５年の間で、逆転現象起きている、

少しずつ伸びていくだろうというふうに思っておりますし、また総合計画の交流人口これらに

ついては、平成３２年、これから５年後の目標で５０万人という設定になっているところでも

ございます。以上申し上げて答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 確かに町長今おっしゃいましたけど、平成３２年の目標値が５０万人で、平成２１年度は実

は３３万５千人って、これ総合計画の中に書いてあるんですけど、実はこの数字自体がもう間

違えている。これ実は３６万３千人なんですよ。３３万５千ではないですよ。２万８千ってい

うのが抜けているんですよ。 

それで当初の予定でいきますと、この平成３２年に５０万人ということを目標にやっていき

ますと、平成２５年度は３９万５千人。２６年度は４１万人という交流人口の数字が出るんで

す。この平成２６年の３７万６３２人とか２５年度の３５万４千５６３人というのは、カウン

トされない人もいると思うんですよ。だから正確な数字ではないと私は理解するんですけども。

このままでいくと、３２年の５０万は、あくまでも絵に描いた餅になるなっていうのはわかる

んですよ。やはり交流人口を増やすということは非常に大変なんだなと思います。平成２６年

の緑清荘の宿泊人数次年度に比べますと２千人多いんです。宿泊者が。２千人多いんだけれど

も、交流人口がそんなに増えていないということは、来て泊まっている人は多いんだけど、そ

んなに外に来ているわけではないというふうに捉えるんですよ。この辺をちょっと踏まえて交

流人口というのは観光だけではありませんけども、移住定住促進とかもいろんなことに絡んで

きますので町長自身がそこら辺どういうふうに考えているのか。具体的にちょっと教えていた

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） 

交流人口の関係でありますが、現在の総合計画における目標年での交流人口５０万人と設定

させていただいているわけであります。これあくまでも目標値ということでの理解のお願いを

申し上げたいというふうに思いますし、またこの目標値に向かった努力を常日ごろからしてい

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して、先ほど申し上げました、

日本で最も美しい村連合へ加入をしながらＰＲし、交流人口の増加につなげていきたい。それ

の１つの一助にしていきたいということも事実でありますし、またパパスランドやそれぞれの

観光資源施設の整備についても交流人口をいかに増加させていくか。その中に雇用と産業をい

かに生み出していくかと、これがまちづくりの活性化の起点だというふうに思うところでもあ

るわけでありまして、そういう中から少しずつでも、前向きな数字を捉えていきたいというふ

うに思っている次第でございます。また交流人口のとらえ方については今議員からもありまし

たように、緑清荘の宿泊のみを捉えていくわけではないということと緑清荘そのものが交流人

口というよりも、やはり宿泊と入浴という形の施設になっておりますので、どうしても宿泊を

比較して判断をせざるを得なくはなっておりますけども、それ以外のやっぱりパパスだとかそ

ういうところについては、かなり交流の部分でいろんな方々が立ち寄ってくれる立ち寄り場に

なっているもんですから、先ほども申し上げましたように今年のパパスの感触的な部分が相当

入っているかと思いますけれども、従業員の皆さんに聞くと、昨年より５割増しだねという話

を伺っております。そして現実問題として知床方面に向かわれるお客様もかなり現実ふえてお

りますし、北海道に入ってくるインバウンドのお客さんも相当数増えております。日本全国で

捉えてもこのインバウンドはもう既に昨年の実績を超えたということでありますから、そうい

う部分においては少しずつではありますけれども、やはりそういう部分での交流人口、観光人

口は伸びてきているというふうに押さえていても間違いではないだろういうふうに思っており

ます。ですから我が町においても一定の入り込み、立ち寄りの入り込みというのは増えてきて

いるんではないだろうかなと。ただ宿泊のところはやっぱりキャパがありますから、どうして

もそのキャパの範囲での増減というようなことで抑えていかなければならんというふうに考え

ている次第でございます。昨年と、一昨年の緑清荘の差は、先ほど御指摘いただいた２千人で

すが、全体としては１万６千の増、この数字が本当にどこまできちっとした統計調査に基づく

かというのは先程ありましたように少し不安なところありますけども、全体の傾向としては、

間違いなくそういう方向性があるだろうというふうには認識をいたしている次第でございます。

以上申し上げて答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ４時半になりましたが、このまま続けます。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今回こういうふうに交流人口を増やすということで、その観点から旧レストハウスの改修と

いうことになりまして、また焼酎工場との一体感の中であのエリアは大切なところだと私も認
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識はしております。しかしあのエリアだけが人が集中しても街中が閑散としていては余り意味

がないと思います。町長は全体を網羅した中でどういったまちづくりを目指しているのか。こ

のへん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） 

 交流体験施設、旧のレストハウスの改修にかかる課題と、それとまちの中における商工振興

という観点からの御質問かというふうに思います。焼酎工場の旧レストハウスの一体について

は本当に清里町地域としての拠点の場所であるというふうに私は認識をしております。 

その１つについては、焼酎工場が昭和６１年に新たに建設になって、全体の歴史とした４０

年を迎えるというそういう重要な場所でもありますし、またふれあい広場には、多くの方々が

利用をいただいていると。そして、年に数回はいろんなイベントもあそこで行われているとい

うことでありまして、あそこの場所にインフォメーションを兼ねた清里町のそういう交流の拠

点施設ということでの整備が進めれば、必ずや交流人口の増加と雇用の増加につながっていく

ものと、私は確信をしている次第でもございます。 

ただ一面、それが町の中の商工業と直接結びつくかどうかという部分でありますけれども、

かなり難しい部分があるんだろうというふうに思っております。全体の計画の中でも数年前に

商工会が中心となって、あのエリアの部分と商店街の街中のエリアの部分の有機的結合を図る

ための計画が打ち出されておりますが、必ずしもそれでそこと結びつくというまちなかマスタ

ープランがセットされているかというと、この計画自体にもやはり普段の生活圏としての商店

街のあり方と観光としての交流の求めるあり方と、一定の区分がされた中での計画でもありま

すので、そういう中において、まち側の商店街については、商店街の活性化対策、様々な施策

を考えながらにぎわいを取り戻すということをやっていかなければならないだろうというふう

に考えている次第でもございます。 

全体として、拠点づくりとしての札弦のパパス、そして清里の市街地のレストハウス周辺そ

して我々の生活圏としての商店街。これらのそれぞれの機能分担に分かれた中での支援施策を

さらに一層充実させていく必要があるだろうというふうに考えている次第でもございますので、

ご理解を賜ればというふうに思うところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 最後になりますけども地域振興に関して、人口減少それから活性化対策地域の雇用対策そし

て交流人口の増加とすべてが関連してきます。これ町長が一番わかっていると思うんですけど

も我が町の最大の課題として、この問題が大変重要であるというのは、町長だけでなく職員も

議会も当然理解していると思いますけども、今後町長はどのようなビジョンを持って今後の清

里町の未来のまちづくりを進めようとしているのか。これを伺って私の今日の質問を終わりた
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いと思います。 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町の全体の活性化、将来に向け語っていく夢という部分からいけば、やはり清里町は基

幹となる農業を中心としながら、着実なまちづくりを進めていく必要があるだろうと思います。

そういう中において、私たちの先輩の皆さんが、本当に心血を注いで作り上げてきたこの町で

ありますから、しっかりとそういう方向性を見極めながら我々としても今の展開をより効率的

に展開させる。そして次の世代へ引き継いでいく。これがまちづくりの我々に与えられた役目

だというふうに思っているところでございます。そうした中で先ほど来ありましたように多く

の若い人や先人や先輩の皆さんが本当にこの町に住んでいて良かったとそう実感できるまちづ

くりを目指して鋭意努力をしていきたいというふうに思うところであります。全体としては、

町が少しでも賑やかになって潤いが出て、そして我々も住んでいる人方も良かったなと思って

いただける、そんな町づくりのために頑張ってまいる所存でありますのでいろんな面において

御指導、御支援を賜ればこれに越したことはないというふうに思っております。今後のまちづ

くりも総力戦で頑張っていかなければという思いでありますので、よろしく御指導のほどお願

いを申し上げたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、池下昇君の質問を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

本日は、これで散会します。 

散会 午後 ４時３９分 
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                                                       開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 

これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（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５番 池下昇君、６番 

勝又武司君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第４３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、議案第４３号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第４３号 平成２７年度一般会計補正予算（第２号）について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

 補正予算の総額は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ１億３千９３０万７

千円を追加し、予算の総額を４５億４千５６２万３千円とするものであります。 

第１条第２項につきましては、後程、事項別明細書により、ご説明申し上げます。 

第２条の継続費の補正、第３条の地方債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。 

継続費の補正につきましては、第２表のとおり、交流活動施設整備事業総額２億６千２１０

万円を追加するものであり、年度の年割額を平成２７年度が９千８２１万２千円、平成２８年

度が１億６千３８８万８千円とするものであります。 

次ページ、第３表、地方債補正につきましては、１の追加は、交流活動施設整備事業債とし

て、限度額５千万円とするものであり、２の変更については、臨時財政対策債において３４０

万円増額し、限度額１憶６千３４０万円とす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。 

はじめに、今回補正提案させていただく主な事業などの内容について、ご説明申し上げます

ので、別冊の審議資料を、ご用意ください。 

審議資料の２０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、補正後の当該事業の予算総額であり、財源につき

ましては、資料に記載いたしておりますので、特異的なもの以外は、説明を省略させていただ

きます。 

２款総務費、行政情報システム管理の光ケーブル移設事業につきましては、仮設電柱の建て
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替え工事に伴い、事業費１００万円を計上するものであります。 

企画振興費の交流活動施設整備事業につきましては、旧レストハウス施設改修事業にかかる

費用であり、工事請負費及び施工管理業務委託料にかかる継続費の平成２７年度の年割額９千

８２１万２千円と確認申請にかかる証紙代５万円、合わせて９千８２６万２千円を計上してお

ります。財源内訳は、道支出金が地域づくり総合交付金であり、町債は過疎債でございます。 

３款民生費、障害者自立支援費過年度返納金につきましては、平成２６年度実績に基づく国

庫・道費の返納金であり、２０９万１千円を計上しております。 

４款衛生費、保健衛生総務費診療所医療機器整備事業につきましては、診療所運営支援とし

て低周波治療器の更新経費として２８３万５千円を計上するものでございます。 

各種医療対策費乳幼児等医療費扶助事業につきましては、対象の年齢の拡充（高校生終了時）

に伴う扶助費の追加であり、１００万円を計上しております。 

２１ページをご覧いただきたいと存じます。 

保健福祉総合センター費の温泉井戸計装設備修繕事業につきましては、温泉施設の適正な維

持管理を図るために、修繕料３３４万８千円を計上するものでございます。 

清掃事業費清掃センター施設管理事業につきましては、ごみの安定的な処理を図るために、

必要な薬剤等の購入経費として１５０万円計上しております。 

５款農林水産業費、農業振興費の焼酎事業特別会計繰出事業につきましては、次年度、平成

２８年度における安定的な製品の供給を図るために、ビン等の資材購入要する経費として、繰

出金９９７万１千円を計上するものでございます。 

続いて、９款教育費、学校管理費の緑町小学校プールや管理棟屋根改修事業につきましては、

老朽化した施設の安全性を図るために、屋根改修工事に要する事業費１１６万円を計上してお

ります。清里中学校バスケットゴール耐震化事業につきましては、学校施設の非構造部材等の

耐震化に基づき、施設の安全対策の強化を図るために要する事業費として、２８３万円計上し

ております。 

２２ページをご覧いただきたいと存じます。 

保健体育総務費各種スポーツ大会参加費補助事業につきましては、児童・生徒が全道大会等

に参加する経費補助として、１２２万４千円を計上しております。 

スキー場管理費緑スキー場リフト整備事業及びトイレ改修事業につきましては、利用者の安

全確保と利便性の向上を図るために、老朽化したリフト降り口の整備工事費とトイレの改修工

事費等に要する事業費として、リフト整備事業に１８８万円、トイレ改修事業に４６１万円を

計上するものであります。 

学校給食センター費給食センター調理場蒸気回転釜購入事業につきましては、給食の安全確

保の向上を図るため、老朽化が著しい蒸気回転釜の更新に要する事業費４２０万円を計上して

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予算の内容につきまして、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ご用意いただきたいと存じます。 

４ページをお開きください。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、ご了解を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、省略させていただきたいと思います。なお、説明につきまし
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ては、慣例により、目ごとの説明とさせていただきます。 

２款総務費、１５目行政情報システム管理費１７８万９千円につきましては、審議資料にて

説明いたしました光ケーブル移設事業の工事請負費及びマイナンバー制度開始に伴う器具購入

費７８万９千円の計上でございます。 

３項開発促進費、１目企画振興費、並びに３款民生費、１目障害者自立支援費につきまして

は、先に審議資料にてご説明いたしましたので、省略させていただきます。 

５ページの４目老人福祉費につきましては、清里町シルバー人材センターの備品整備にかか

る補助として、４１万円計上するものであります。 

５目国民年金事務費、３５万５千円につきましては、制度改正に伴う年金システム改修に要

する委託料でございます。 

４款衛生費、１目保健衛生総務費につきましては、先に審議資料で説明いたしましたので、

省略させていただきます。 

３目各種医療対策費１７１万３千円につきましては、審議資料にて説明いたしました乳幼児

等医療費扶助事業及び国保特別会計繰出金７１万３千円の計上でございます。 

６ページをお開きください。 

４目環境衛生費につきましては、農業集落排水事業特別会計における前年度繰越金確定に伴

い、１４万４千円減額するものであります。 

５目保健福祉総合センター費及び、４款衛生費、１目清掃事業費並びに、５款農業水産費、

２目農業振興費につきましては、先に審議資料にて説明いたしましたので、省略させていただ

きます。 

７ページの、９款教育費、２項小学校費、及び３項中学校費の、１目学校管理費につきまし

ては、審議資料にて説明いたしましたので、省略させていただきます。 

４項社会教育費、２目生涯教育費につきましては、町民が文化・スポーツ大会の全道大会等

に参加する経費補助５２万円を計上するものであります。３目生涯学習総合センター費につき

ましては、財源振替を行うものであります。 

８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、４目スキー場管理費、

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させていただきま

す。３目町民プール費７５万３千円につきましては、施設運営にかかる燃料費を計上するもの

でございます。 

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

における説明および事項別明細書の歳出における特定財源内訳においても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、１９款町債の内、交流活動施設整備事業債５千万円、

２０款寄附金が特定財源であり、９款地方交付税、１８款諸収入、１９款町債の内、臨時財源

対策債３４０万円が一般財源でございます。 

以上で、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。はい。加藤健次君。 
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○７番（加藤健次君） 

 総務費の企画振興費、交流活動施設について、確認というかお伺いをしておきたいと思いま

す。この施設、いよいよ予算的に２カ年で整備計画をするということなんですが、実施内容に

おける運用方法の具体的項目について観光の拠点、住民の憩いの場といいますか、交流の場に

していくというスタンスであるわけでありますが、この運用期間、運用業者その辺の内容、ど

のようにこの施設が十分に活用できる観光の拠点の考え方について、もう一度現時点で可能性、

方向性を確認しておきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただいまの御質問でございますが、交流活動施設につきましては、加藤議員のおっしゃると

おり観光情報や定住移住等促すための清里町の魅力を発信する拠点として整備をするものでご

ざいます。且つ町民の方が気軽に憩うことできる交流施設として整備をしていくものでござい

ます。管理運営団体につきましては、現在公共公益的施設との意味合いから営利を目的としな

いサービスを提供する目的からＮＰＯ法人清里観光協会等で委託業務等を行ってまいりたいと

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存じます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 考え方の中では解るわけですが、そういう形の中で運営をしていく時に軽食関係もあるとい

う中で、非営利的団体が全ての業務を行うことによって、その維持費や運営や効率化、効果的

に魅力のある環境に軽食部門を含めた中でなっていくのかどうなのか。この辺について、私は

無いよりはあった方が良い施設という発想だけでなく、本当に必要だから建てるんだという発

想がなければ、なかなか難しいのかなとこのように思いながら、その辺について再度確認だけ

しておきたいとこのように思っています。 

それと今回の補正の中で、これ本当は焼酎事業の中でお話を聞いた方が良いのかと思います

が、一般会計からの繰り出しが今回焼酎事業になされるわけでありまして、今年度２回の補正

で、焼酎事業に追加をされている。結果的に約３千万の数字が現時点での繰出金になっている

というふうに思うわけでありますが、今後、今年度において、それらの繰出金は、今回が最後

なのか。焼酎事業は消費拡大すれば、採算が将来的にも合っていくよというスタンスのもとに

なされていることだろうと。今回の提案内容が、明年度における瓶の先買いですよという表現

ではありますが、そういうものを見通した中での収支計画。これ焼酎事業に入った特会の時に

したいと思いますが、一般会計からの繰出しが当初計画より、ぽんぽんと既にとんでもない数

字になってきちゃっている。ここで確認をしておきたいのは、今年度、今後に２７年度中に再

度繰入れが行われるのかどうなのか。この２点についてだけお伺いをしておきます。 
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○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 まず１点目の御質問でございますが、施設に来られる方へのサービスの提供という内容だと

思います。今現在は今回提案をさせていただいております施設整備の水準に基づきながら運営

を行ってまいりたいというふうに考えてございますが、来訪者のニーズをいろいろ鑑みながら

運営団体と協議検討し、議会の方とも相談をしながら、対応可能なニーズに向け段階的に対応

していきたいというふうに考えてございます。また、来訪者へのサービス向上に努めてまいり

たいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

２点目の一般会計から焼酎特別会計の方につきましては、特会の方でご答弁をさせていただ

くということで。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。 

 

○７番（加藤健次君） 

 そのことは十分にわかるわけですが、一般会計から焼酎特別会計に繰出しするわけですよね。

確かにこの問題は焼酎事業ですけど、焼酎事業の中における収支についての論戦なら良いです。

一般会計から持ち出しをするわけですよ、特別会計に。そのことに対して、一般会計から今後

あるんですかないんですかって。これが焼酎事業の中で可決成立した後で論議できる内容なん

ですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 焼酎会計への繰入関係、御案内のとおり当初予算が、議員さんの連名によって減額されまし

た。そういった関係で、今回２回目の補正等々になりました。今回は資材費、主に資材費の来

年分ということで、補正をさせていただきますので、何かない限りは、これが最後の繰り入れ

かなというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 何かがないというのは、何があった場合は繰り入れがするってことなんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、副町長。 
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○副町長（宇野充君） 

 災害あるいは資材が売り過ぎてですね、売り上げが多くなって資材が足りなくなった場合、

またご協議を申し上げる場面もあろうかと思いますが、よっぽどでない限り、今回が最後とい

うふうに我々は考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ３回終わっているんで。 

 

○議長（田中誠君） 

 もしあればはい。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 焼酎特会の中でしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他。はい。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 学校管理費の中で、小学校費について１つお伺いしたいと思いますが、今回小学校の緑町小

学校のプール管理棟屋根の修理ということで１１６万、一般財源の方から出されているわけで

すが、当初町民プールを建設するときの考えは、町民プールができた際は、緑町・光岳それぞ

れの学校の生徒は町民プールを使うという趣旨で建設されたと私たちは聞いておりましたけど

も。今回こういうふうに管理棟の修理っていうことを提出されているわけですが、これはあれ

ですか。緑町、光岳っていうのは、プールに関しては町民プールに来てないというふうに捉え

て良いんでしょうか。いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。教育課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 今の池下議員の御質問でございますけども、新しい町民プールが建設時の協議の段階におき

まして言われておりましたけども、学校に隣接されております光岳それから緑町小学校のプー

ルにつきまして、新しくなる町民プールの方に統合という説明があったということであります

けども、当時の説明におきまして清里小学校、それから中学校、幼稚園、保育所の利用。さら

には光岳それから緑町小学校につきましては、将来的にビニールテント等大幅なプール本体の

修繕等が必要になって、プールが使えなくなった場合に、新しい町民プールの方に統合という
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ことで考えていたわけでございます。 

緑町小学校につきましては、今年度の利用についてはございませんでした。光岳小学校につ

きましては新しいプールの方に２回ほど使ってみたいということで、利用しているところでご

ざいます。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 町民プール建設のときに、やはり子どもたちばかりではなく、町民の健康のためにというこ

とも町側からは言われておりました。しかし、通常使うはずの子どもたちがこういったことで

使わない。そして管理棟の修理をやっていく。今後もこういった事案があれば、また修理をす

る。そうではなくて、やはり町側から積極的に緑、光岳ひっくるめてプールを使っていくよう

な推進の仕方が必要ではないかと思います。 

光岳、緑からやっぱり来るには時間もかかりますし、乗用では多分来られないような状況で

ありますから、バスの運行とかも今後考えながらやっていかなければプールをつくった意味が

ないと思うんですよ。積極的にやはり小学生、中学生、幼稚園、保育所をひっくるめて６億２

千万かけてつくりましたプールですから、やはり皆さんに使っていただけるように、町側から

どんどんやっていくのがベターではないかなというふうに思いますが、その辺いかがですか。 

 

○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） 

 新しい町民プールが完成したわけでございますけども、池下議員言われたとおり、子どもか

らお年寄りまでの方多くの方に使っていただけるよう教育委員会、町としてもＰＲを含め新し

いプールが交流人口の拡大も含めて、利用者が増えるように周知等図っ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） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今年できた町民プール５月にオープンして私が聞いているところによりますと、他町からも

多数来ているという話は聞いております。しかし、他町から多数来ていても、地域の子どもた

ちが利用しなかったら、本当に意味がないと思うんですよ。前建っていたプールよりも期間が

１カ月長くなりました。その中において年間に全然使われていない。これはちょっと問題では

ないかなというふうに私は思います。今年はもう夏が過ぎましたけども来年からは、そういっ

たことのないようにやっていただきたいといった管理棟とか修理があった場合何でもかんでも

直せばいいっていうふうな考え方はもう一度考えてみてはどうかなというふうに思いますので、
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そこら辺は、じっくりいろいろと施策を考えていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいまの池下議員の御指摘のとおりというふうに、こちらも考えながら進めていきたいと

いうふうに考えております。 

今回の修繕につきましては、課長から申し上げました平成２３年に光岳小学校並びに緑町緑

町小学校のプールの上屋ビニールテントを更新いたしまして、１カ所約３００万円程度買って

おります。そのこともありまして新しいプールはできましたけれども、やはり小学校のすぐそ

ばで授業を行う、または夏休み期間中の児童等の利用を考えまして、プールテントの使用でき

る間は、学校プールを使用していきたいということで、当初からお話をさせていただいている

ところでございます。 

今後におきましても今回の屋根の改修につきましては、今年の冬の大雪によりまして、突発

的に屋根が潰れてしまったということでの措置ということで、この金額の御理解をいただきた

いというふうに思っていますが、今後におきましてはこういった修繕等出来得る限り未然に防

ぐという措置をとりながら、大規模な改修等が無いようにテントが使えるうちということでの

使用を考えながら活用させていただきたい。それ以外の部分、期間も伸びておりますので、光

岳・緑それぞれの子供たちの中で町民プール利用している子もいますので、そういった部分で

の利用は積極的に教育委員会としてもＰＲしながら、利用の促進を図ってまいりたいというふ

うに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他ありませんか。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 先ほど加藤議員からも質問ありましたが、自分の方からも１点意見を述べさせてまいりたい

と思います。このお話は委員会でも何度かさせていただいていますが、交流活動施設について

ですが、自分も昨年度賛否両論ありながらも一部取り壊して大規模改修をするということで決

議されたことは承知しておりますが、清里町の魅力を発信する拠点として、運営していきたい

ということで、ここに来れば清里町の観光情報や観光情報がすべてわかる。そして清里町に行

ってみたくなる、来てみたくなる、清里町でいろんなことを体験してみたくなる。そしてその

先には、清里に住んでみたくなるということを発信できる。魅力の発信拠点として運営されて

いくということで、清里町の言うなれば体験型観光の拠点・起爆剤になるんではないかとで非

常に期待していうところでもあります。 

しかしながらどうもその議論が旧レストハウスの建物をどうしたらいいのかっていうところ

からどうしても始まっている感が拭えないわけでありまして、本来ならばきれいに斜里岳が見

え、あの場所で焼酎工場そして間にある公園。そして旧レストハウス。これらを一体的に考え

て言うなれば焼酎工場パークという位置づけになるかと思いますが、それ全体の再開発。その
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グランドデザインを戦略的にどうするかという観点から、本来ならば議論が進めいただいてい

かなければならないのかなと。その先に旧レストハウスの建物をどうするかっていうことで議

論が進んでいただければというのが本来のなかったのか。そう考えるところであります。 

まだまだ議論の足りない場面も多々あると思います。オフシーズンの営業はどのようにする

のかですとか広いホールの利用の仕方をどうするのか。レストランの営業形態はどうやってい

くのかなと。まだまだ議論が足りないこともあろうかと思いますが、その辺をもっと戦略的に

しっかりとしたビジョンで、今後の常任委員会１０月、１１月と常任委員会でもこのことは提

案されていくかと思いますけども、しっかりとしたその常任委員会の中で提案されて、議論さ

れていく場を要望しまして、自分の意見として述べさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 堀川議員の御質問でございます。おっしゃるとおり、基本的には一般質問等でもお答えして

いるとおり、あの一帯を１つの拠点として整備をしていくということでございます。先の委員

会におきましてもマスタープランということで、焼酎工場とふれあい広場として、今回新しく

整備をいたします交流活動施設の一体的な整備を、明年以降図って参りますよということでご

説明をさせて頂きたいと存じます。 

今後のことにつきましては、先ほどの答弁させていただきましたとおり、管理部団体であり

ます。ＮＰＯ清里観光協会とより詳細な、内容等を詰めながら、常任委員会なりに協議をさせ

ていただきたいという考えでございますんで、ご理解をいただきたいと存じます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 本来ならば討論の場で申し述べることだと思いました。失礼しました。先ほど述べました今

後の常任委員会で、しっかりとした議論をもんでいくということで重ねてそれをお願いしまし

て発言を終わらせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかこれからこれで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。加

藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ただいま話題になっております交流施設関係について、今回の補正予算における部分は堀川

君から施設の賛同をしながら、内容についてもう少し大きな問題点も無いのか。詰める部分が

ないのかという問題も出されております。 

私は無いよりがあった方が良い施設では困るというふうに思うんです。観光の拠点で最大多
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いのは、昨日の町長の一般の質問の答弁の中にもありましたとおり、札弦のパパスが５割増し

に増えていますよと。交流人口増えていますと。こういう中では、道の駅が最大の観光の発信

の中でウエイトを置いて努力をしていくということを、これからもますます力を入れていかな

ければならないであろうと思います。そして観光協会は非営利団体であり、いつ休みにするか

わかりませんが、定休日を設けて、定休日のときには焼酎工場で焼酎を売る。こういうような

観光の拠点という中に定休日は必要ないんです。それと本当に１年間３６５日開業をしていく

ことなのか。私はこのことに関して、１年間の事情を踏まえていったときに、いろんな形の中

で３億４千万、２千万でしたか、でありますけれども、結果的に町の持ち出し分は約１億。た

かだか１億と言いながら毎年７００万から１千万近い維持費がかかっていく。観光はものすご

く大切ですし、大いにやって行くべきです。だけど拠点がないと出来ないのか。あそこを見に

来るのではなくて清里町のいろんなことをどう発信していくかが必要なことだと思います。 

よって私はあの焼酎工場もすばらしいですし、ふれあい公園も大切です。当然のようにトイ

レも大切です。そこに、交流施設の環境をしたときに、本当にパパスに寄った人がそこに寄っ

てくれるのか。相乗効果で大きく効果が膨らんでいくのか。そして清里はこの委員会の中でも

ありました。半公共施設です。今、人口が１万人から４千３００人になってきた時に、いろん

な公共施設場所の運営の見直しや効率化を図りながら、元気よく将来にわたって、この町が生

き延びる方法を皆で模索をしていかんとならん時だと思います。そんなときに水を差したいわ

けではありませんが、将来のことも考えたときに、建物が無くてもやれることをやって、清里

はこの部分でこういう環境の施設が必要だとなった時にこういう発想になっても、私は遅くな

いんでないだろうかなと。レストハウスの関係のこういう形の中で、私は今回のこの補正の中

で、この部分以外については賛成なんです。しかし委員会で何ぼ言ってもきりがない。本会議

です。私はその気持ちを可決される・されないはともかくそういう思いで、意見を述べさせて

いただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかに討論ありませんか。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 昨年の９月の定例会で実施設計という形でこのレストハウス改修案が提示されました。その

ときにかなり設計という形で補正をとったわけでございまして、その中でやはり同じような

喧々諤々の議論が委員会でされてきました。特に執行者側から提案されてきた観光と交流の拠

点ということで、町長の深い思い入れの中で、公共財としての機能を持たしたいという気持ち

がひしひしと私自身も感じた一人であります。 

今加藤議員がおっしゃったように、その運営をどうするんだ。本当にそこら辺まだまだ熟慮

を考する部分があるかなと思っています。ただしかし、そこにパパスの関係、本当に交流の拠

点であるならば、観光のインフォメーションあるいはコンシェルジェ案内的な機能は、道の駅

で機能するのが常だとは思いますけども、やはりあの地域は一村一品でありませんけども、特

産品の焼酎の蔵元の工場がある。そして、その前に、前庭としてのふれあい広場がある。そし

て今回、こういう形で観光の拠点としての公共財の機能を持たせた施設を町長の中で建設した

いんだという思い。そこをトータルに考えた中で、そういう機能も一緒に構築しながら考えて
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いかなければならないと思うんです。 

ただそこにやはりこれから行政の側として１つ問題になるのは、観光行政に当町もやはり誠

心誠意舵を取っていく方向が出てくるのかな。今の段階で総務課から企画が上がってきました

けども、今後どの課で担当するのか、そこのあたりもまだきちっと議論が無い。そして観光行

政がいろんな形で総務課、あるいは産業課で観光行政がなされているわけですけども、本町に

おいても、職員の機構あるいはそういう改革案の算定に向かっていると聞いております。そう

いった中で、そこも踏まえた中で機構改革なりやはり一緒にパッケージで取り進んでいかなけ

れば、なかなか継ぎはぎの予算付けではうまくいかないのではないかなと思っているところで

あります。そういった意味で過疎債ありき、あるいは補助事業ありきっていう公共施設のあり

方が本当に良いかどうかわかりません。コストという意識は大変必要です。コストに対する効

果をどう構築するかということもあわせて理事者執行者が十分な議論をして提案していただけ

ればと思っていますんで、私としては、この案件に対しては、本当に精査は必要ですけども、

取り進める方向で行っていただきたいという一人でありますんで、討論として意見を申し上げ

述べさせていただきました。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかにありませんか。賛成意見。 

 

○６番（勝又武司君） 

 賛成討論として、私の考え方を発言したいと思います。この関係につきましては、昨年度か

ら観光拠点としての１つのコンセプト部分での必要性は、充分に常任委員会等で論議されたか

なと。町側からもきちっとそういうものを打ち出されてという部分で、私は今回の手をつけて

いくということに対し、賛成します。 

ただ課題はたくさんきっとあると思います。この間の常任委員会の中でもいろんなことは提

案されました。そのことも含めて、なかなか人口が増えない中で、交流人口というものに絞っ

て交流人口を増大に向けて頑張っていくんだという考え方の中では、１つ観光拠点、そして交

流人口の１つの窓口として、重要な施設ではないかなと感じる次第でございます。部分的には、

いろんな部分で反対されるような方もいるかと思いますが、私はこのことを契機にして、ひと

つ観光にも軸足を置いた形の中での町の地域発展に乗り出していけるような部分なのかなとそ

れかと思っておりますので、ひとつ賛成の方の同意を求めたいと思います。 

以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

はい。ほかに反対の意見の方いますか。なければこれで討論を終わります。これから、 

 議案第４３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 
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 したがって、議案第４３号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第２号）は原案のとお

り可決されました。 

 

●日程第３ 議案第４４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３ 議案第４４号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）を

議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

ただいま上程されました、議案第４４号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計補正予

算第２号について提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり２千４３万２千円を追加し、予算の総額を、４

億４千４５１万２千円とするものです。第２項につきましては、別冊の補正予算に関する説明

書により後ほどご説明いたします。 

今回の補正は、今年度介護給付費の当初申請額確定による国庫負担金・道負担金及び支払基

金交付金の介護給付費負担額の増額及び今後の給付の伸びを見込み、保険給付費の増額と合わ

せて、平成２６年度介護給付費の確定による道負担金及び支払い基金交付金の追加交付と国道

支払基金の返納等の精算、さらには繰越額の確定によるものでございます。 

平成２７年度補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、茶色の表紙、介護保険特別

事業会計事項別明細書をご覧ください。 

歳出からご説明いたします。１１ページをお開きください。 

第２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費１００万円の補

正は、居宅介護サービス計画給付費負担金を増額するもので、財源は記載のとおりであります。

２目地域密着型介護サービス給付費は、これまでの実績に基づき、地域密着型介護サービス給

付費負担金を１００万円増額するもので、財源も記載のとおりであります。３目、施設介護サ

ービス給付費もこれまでの実績に基づき施設の介護サービス給付費負担金を１千３１６万７千

円増額するもので、財源は記載のとおりでありますが、一般財源９７万１千円は繰越金でござ

います。 

次のページをご覧ください。３款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防事業

費の補正は、報償金４万円を補正するものです。４款基金積立金、１項基金積立金、１目基金

積立金の補正は、前年度繰越金の一部１９７万２千円を積立てるものであり、財源は繰越金で

す。第６款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目還付金３２５万３千円の補正は、平成２６

年度介護給付費等の確定による精算の結果、超過交付金を国・北海道支払基金に返納するので

あります。財源はすべて繰越金となってございます。 

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

３款国庫支出金、４款道支出金、５款支払基金交付金は特定財源でございます。８款     

繰越金は一般財源です。以上で、補正の説明とさせていただきます。 
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○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。討論は、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。 

 これから、議案第４４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４４号 平成２７年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第４  議案第４５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第４ 議案第４５号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

ただいま上程されました、議案第４５号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補

正予算第１号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１５７万７千円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ８億５千２７２万４千円とするものでございます。 

第１条第２項につきましては、別冊の事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定及び前年度医療費の確定に伴い、過年度返納金などの補

正を行うものでございます。それでは平成２７年度補正予算に関する説明書黄色の仕切り、国

民健康保険事業特別会計事項別明細書の１４ページをお開きください。 

歳出よりご説明いたします。３款後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金につきまして

は、平成２７年度の支援金額が確定したことにより、４万８千円の増額を行うものでございま

す。財源につきましては繰越金でございます。１１款諸支出金、２目償還金の１５２万９千円

につきましては、前年度医療費確定により、負担金の精算により返納金が確定いたしましたの

で、療養給付費負担金返納金として１５１万９千円。特定健康診査等負担金返納金として１万

円を補正するものでございます。財源につきましては、一般会計繰入金と繰越金を充てるもの

でございます。 
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歳入につきましては、上段でお示ししているとおり特定財源であります繰入金７１万３千円

と一般財源であります繰越金８６万４千円を補正するものでございます。 

以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 お伺いしたいんですが、今回の補正は償還金が多くてほとんど支援金の方は、無いわけです

が、これ総括を見ますと全体金額８億５千万ということで３年前から比べると約1億円金額が

多いような気がするんですが、この辺はやはり高齢化が進んでいるってことも当然あろうかと

思いますが、予防とかいろんな事業を行われている中で、金額が膨らんできたというふうに捉

えてよろしいのでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今池下議員から御指摘ありますとおり、医療費の高騰により医療給付額が増えてきてい

るという形が正直あります。で予防事業等も行っているところではございますが、やはり高度

医療ですとかそういった部分で、医療費用額の上昇という部分がございますので、そういった

部分が上回っているといったことではなかろうかということで、今正式な資料は持ち合わせて

おりませんがそういったことで、医療費が増えていると推測いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ９月でこういう数字になっているってことは、今年度終わるまでにまだ補正がいろいろと出

てくるのかなというふうに思いますけども、やはり今言ったような高額医療、または医療費の

高騰ということが主な原因と捉えてよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 現段階での金額につきましては、繰越による部分を補正させていただくところでございまし

て、返納金の部分については一般会計からの繰入金で処理させていただきます。今後におきま

しては国保会計といたしまして医療費の伸びに伴って保険料の関係が賄いきれない場合もござ

いますので、その場合につきましてはまた相談させていただきたいと思っております。 
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○議長（田中誠君） 

 これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論は、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。 

 これから、議案第４５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４５号 平成２７年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第５ 議案第４６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第５ 議案第４６号 平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

ただ今上程されました、議案第４６号 平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予

算第１号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ１０５万９千円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ６千５３６万９千円とするものでございます。 

第１条第２項につきましては、後期高齢者医療特別会計事項別明細書により後ほどご説明申

し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い、補正を行うものでございます。それでは平成２

７年度補正予算に関する説明書、緑色の仕切り、後期高齢者医療特別会計事項別明細書の１６

ページをお開きください。 

歳出からご説明いたします。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療広域

連合納付金１０５万９千円につきましては、今後の保険料負担金納付のため増額補正するもの

でございます。 

歳入につきましては、上段でお示しているとおり、一般財源であります繰越金１０５万９千

円を補正するものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（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。 

 これから討論を行います。討論は、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。 

 これから、議案第４６号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４６号 平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第６ 議案第４７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 議案第４７号 平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）を

議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

  

○建設課長（藤代弘輝君） 

ただ今上程されました、議案第４７号 平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

第１号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ２０９万４千円を追加し、

予算総額を６千１３５万７千円とするものであります。 

第２項につきましては、後ほど一部別明細書によりご説明申し上げますが、今回の補正は、

平成２６年度決算処理に伴う繰越金の確定による調整措置として基金への積立を行うものであ

ります。 

それでは歳入歳出補正予算につきましてご説明をいたしますので、別冊の説明資料、水色の

仕切り簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の１８ページのお開きください。 

歳出よりご説明申し上げます。４款基金積立金、１目積立金につきましては、２０９万４千

円を増額補正し積立てるものです。上段、歳入につきましては、４款繰越金であり、補正額は

２０９万４千円であり、補正後の繰越金は３５９万４千円となります。 

以上で説明を終わります。 

 

○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。 
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これから討論を行います。討論は、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。 

 これから、議案第４７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４７号 平成２７年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第７ 議案第４８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 議案第４８号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

を、議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

ただ今上程されました、議案第４８号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計補正

予算第１号につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ２６３万円を追加し、予算の

総額を９千９５３万６千円とするものであります。第２項につきましては、後ほど事項別明細

書によりご説明申し上げますが、補正の内容は、平成２６年の決算に伴う繰越金の確定による

調整措置及び施設需用費の補正を行うものであります。 

それでは歳入歳出補正予算につきましてご説明しますので、別冊の説明資料、紫色の仕切り、

農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書２０ページをお開きください。 

歳出よりご説明申し上げます。１款総務費、２目施設管理費２６３万円の増額は、処理施設

における機器類の修繕料として増額補正するものであります。３款公債費２目利子につきまし

ては前年度繰越金の確定による財源調整措置として、一般会計繰入金を４万４千円減額し、繰

越金の財源とする一般財源へ振りかえるものであります。 

次に歳入についてご説明いたしますので、１９ページにお戻りください。歳入につきまして

は、総括でご説明いたします。 

４款繰入金につきましては、繰越金の確定により調整措置であり１４万４千円を減額補正、

５款繰越金につきましては、平成２６年度繰越金の確定により、２７７万４千円を増額補正い

たします。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 
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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。 

 これから討論を行います。討論は、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。 

 これから、議案第４８号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４８号 平成２７年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第８ 議案第４９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 議案第４９号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）を議題

とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

  

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第４９号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第

２号）につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ２千２９７万１千円を追加

し、予算の総額を、１億２千２３１万７千円とするものであります。第２項につきましては、

後ほど別冊の事項別明細書によりご説明申し上げます。 

今回の補正は、焼酎販売数量の増加に伴います、受け付け事務、瓶詰作業員の人件費、及び

需用費、消耗品と印刷製本費並びに酒税、備品購入費また次年度当初におけます資材確保のた

めの補正を行うものでございます。 

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焼酎事業特別会

計事項別明細書の２３ページをお開きください。 

１款総務管理費、１項一般管理費、１目一般管理費２３２万円の増額につきましては、焼酎

販売事務費で臨時職員の扶養にかかります共済費、賃金、印刷製本、手数料、並びに焼酎売払

い収入増加によります酒税分として増額補正するものでございます。２款製造費、１項製造管

理費、１目醸造費２千６５万１千円の増額は、臨時職員雇用費で、瓶詰作業に係る賃金と焼酎

醸造事業費で焼酎瓶製造に係る消耗品及び印刷製本と貯蔵用樽の購入に係ります備品購入費と

して増額補正するものでございます。特定財源その他９９７万１千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。 
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歳入につきましては総括で説明いたします。１款財産収入につきましては、焼酎販売終了の

増加による収入見込み１千１５４万４千円を増額補正、２款繰入金につきましては一般会計よ

り９９７万１千円を繰入補正。３款繰越金につきましては、平成２６年度、繰越金の確定によ

り１４５万６千円を増額補正するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 先ほど一般会計のときに聞いたわけですが、当初減額して始まったよという形の中でのスタ

ートで増額と。この部分については理解できるわけですが、２６年度当初の計画予算の５カ年

間の計画があったわけですが、そのときには人件費１人分が入っていなかったという形でその

部分を焼酎会計に入れました。そういう中で１千万増額になりました。当初予算で１千５００

万ぐらいの減額をしたと。ただそれを超える一般会計からの繰入が現在スタートを切ってしま

いますよと。こういう訳です。 

焼酎の売行きが非常に良いと言いながら、瓶の購入をしないとならんという状態がある中で、

こういう形になったんだろうと思いますが、それでは売れたのになぜお金が必要になっている

んだろう。来年の瓶を今回買うだけで来年に戻ってくるんですか。収支はどういう形になって

いるのですか。ここでちょっと確認をしておきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 今回の一般会計からの繰り入れ９９７万につきましては、先ほどもご説明いたしましたとお

り、当初の資材確保という部分で予算計上させていただいている部分でございます。次年度当

初における資材の部分で現在予算の計上の数量的には、当該年度の販売数量の瓶製造の予算確

保という部分で計上している部分がございます。それらの部分がございまして次年度分の当初

発注瓶発注から納品まで３カ月以上の納期がかかるという部分で、本来１２月の部分である程

度方向性を見ながら収入増があれば、その中で補正という部分で考えていくところだったたん

ですが、現状況の段階である程度売り上げが伸びているという部分で御報告はできるんですが、

実際どこまで伸びていくかという部分は未確定という部分もございます。それらも含めまして、

今回一般会計からの繰り入れによります資材確保という形で提案をさせていただきました。こ

の分につきましては、年度末ぎりぎりになってこの数量が足りなくなるというような可能性も

ございますので、今回補正をさせていただいたということでございます。で次年度以降この分

について、ある程度余裕ができますので、こういう繰入関係については、ある程度少なくもっ

て行けるのかなというふうに考えてございます。 
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○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 本会議では、３回しかできないんで、こまい話はしません。基本的に今の課長の答弁で、解

る部分と解らない部分がある。問題は、そこで収支が合うであろうという予想でしか、あくま

でないわけです。 

端的に一つだけ聞きますよ。１本あたりの利益銘柄５～６つ原酒から樽までいれて、平均し

て１本あたりちゃんと利益が出ているんですか。その利益は、どういう形で推移される利益だ

で、帳尻が合う利益なのか。当然原価計算やそういうものは不可能でしょう。だけども物をつ

くって製造に掛かった人の部分、酒税までいれて本当に収支が合っているんですか。そこの確

認は自信がありますか。ここが一番大きな問題なんですよ。売れれば売れるほど、瓶代がかか

る、何がかかるって一般会計からもち出される形では困るわけですよ。 

去年２６年度、４０年でリニューアルいたしました。焼酎事業５ヵ年間の収支計画は５年後

平成３０年には帳尻が合いますよという話だったんです。ところが売れていると、在庫も足り

なくなっていくし、製造量も増やしていかんとならない。この５カ年の数字が大きく変わって

くるはずなんですよ。増してやこの計画には、製造工場における機械設備やそういうものの修

繕をして行かないとなりませんよっていうことも謳っているんです。その年度も２８年度・３

０年度と２カ年に出ているわけですが、もう今年２７年なんです。既に実際になんぼ掛かるの

か。一般会計から持ち出ししないとならないわけでしょ。そうやってみたときに、焼酎事業で

利益を出す話ではないと私も理解します。でも４０年前は違ったんですよ。一村一品で清里の

産業のために農家所得を上げるために焼酎を作って、利益をあげて農家の皆さんに利益出して

いく。でも現実は始まったらそういうわけではない。方向転換をして清里の１つの大きな目玉

商品として、観光の１品としての販売になって町民の皆もそこは理解している。でもそれは４

０年目の節目に瓶をリニューアルして販売をかけて、これから安定的に５年やっていけば、な

りますよって言われていた。ところが、思った以上に瓶代やいろんなものが掛かって、売れれ

ば売れるほど大変じゃないのかと逆にいろんな問題点がある。そして設備費をいろんな部分で

抱えないとならないのはもう目に見えている。そして再来年の４月には消費税があがるんです

よ。その前に設備をしないとならないもの、出来るもの。計画の中に焼酎を育て維持するため

に町民の皆さんに正しく実際に５年後ゼロになってきますよって言っていた意味合いと内容は

ここの部分です、設備についてはこれだけは負担しないとなりませんよと。売れて黒字になる

とかそんな話もないわけですから、売れてパチパチ喜んでいる実態ではないということなんで

すよ。そのことを踏まえた時に価格の改定をしますという論議があります。一般会計から持ち

出しをしていかんとならんことを理解はしますが、そこにはきちっとしたルールあるいは町民

の皆さんに説明のつく内容を早期にもう一度提案し、出していくということに最善の努力をし

ていかなければ。今回のこの交流施設。焼酎工場と一体だと。その内容が火の車ではどうもな

らないんですよ。結果として言葉だけじゃなくて、安心して経済もまずまずと言える環境づく

りのためにみんなして努力しないとならないんです。そのための提案や数字の把握もきちっと

整理されて提案されることを望みます。今、提案できるんであればしていただきたいんです。 
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○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの部分で施設整備の部分でございます。これらの関係については、焼酎工場が建っ

てから年数経過しているという部分で、計画的に整備を進めていかなければならないという時

期に来ております。詳細部分をいろいろ調査し、数字を積み上げている段階でございます。 

利益の部分ですが、新たな瓶となり若干資材の部分が上がっているという部分で、収益力に

ついては、前回の瓶のときでも多少薄くなってきておりますが、収益としてはあるということ

でございます。議員からもお話しがあったとおり、きよさと焼酎は町のＰＲ商品という形で大

いに売れまして、収益がどんどん上がってこれだけで収支がとれるという形になれば、一番最

高の形なんですが、職員人件費等ございましてなかなか苦しい現実であるということは否めな

いところでございます。一般会計からの繰り入れの関係につきましては、やはり一定のルール

づくりをある程度固めながら進めていかなければならないというふうに思っております。一般

会計から繰り入れがどのぐらいがいいのかという部分、いろいろ論議する部分もあろうかとこ

思います。この関係につきましては今後委員会とも協議しながら、進めていきたいと思います。

御指摘のあった、これからの部分での価格の関係なり、今後の見込み等の部分でございますが、

この場で発言できる資料等ございませんのでこの関係については、委員会等でいろいろ協議を

しながら進めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 どうやって育てていくかということは１つの大きな問題なんですが、これ当然価格改定とい

う言葉が町長去年から出ているわけです。価格改定はどの目的で一般会計からの繰出をどの程

度にするのか。施設導入については、繰出をしないとならないともわかりますが、毎年毎年一

般会計から出していく金額がどの程度か妥当なんだろうと。この辺をきちっと内部の中でそし

て清里町が今後生存続けるために延々と焼酎をつくり続けるために、どの程度が本当に我慢で

きる一般会計からの持ち出しができる数字なんだろうか。これを早急に提案していかねばなら

ないと思うんですよ。４０年間のリニューアルをし、瓶を構築し新しくし、販売が売れて行く

って言いながら、結果として何億の設備投資をかけないとならないですし、同時に毎年焼酎事

業に繰出し内容がどの程度なのかを早急に提案し、論議をして進めていっていただきたいと思

います。そういう一つ一つのことが、これからの観光に対する施策の中で一体どうして行くの

かということになってくるんですよ。色んな意見が出ましたし、いろんなことありますけども、

やっぱりその場限りスタートをかけるんじゃなくて３年も５年のためにビジョンを、それぞれ

の会計ごとにそれぞれの事業ごとに組立てていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 
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○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまのご質問の中で早急な対応ということでございます。一般会計の主な繰入れの関係

のルール作りも含みまして、早急に対応を協議させていただきたいというふうに思います。価

格の変更の関係につきましても、委員会の中でも十分論議をさせていただきながら、変更につ

いて検討してまいりたいというふうに思います。それと設備の改修の分でございますが、これ

につきましても、計画的な改修について提案をさせていただきたいというふうに思いますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 白紙になったんですよ。５カ年の計画の中身が。この中身でやらんとならんことはやらんと

ならんです。きちっと数字をいれるものは数字を入れて、もう一度きちっと早急に提示をして

ください。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの部分整備しながら報告をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 焼酎事業について私もまだ十分把握してない部分たくさんあります。ただ、気がついたこと

だけお聞きしたいと。きよさとブランドとして４０年経って、すばらしいブランドが構築され

たんだろうと思います。当然、今質問があったようにずっと赤字でいいのかということも１つ

の問題なんだろうと思います。但し、焼酎事業として清里町は４０年間町民の理解のもとに進

んできたんだろうと。この理解がずっとこれからも、すべて良しという認識で進んでいくのか。

あるいはちょっと待て、もう少しどういう工夫が必要だったのかなということが、今後論議さ

れなきゃいけないと。 

焼酎に関係している人、所長の皆さんが経営理念を持っていらっしゃるのかというところか

らスタートするのかなと思っております。当然赤字の部分は、補填しなきゃいけない。何が欠

けているのかというと、やはり資材ありきの予算をずっと組まれてきているのであろう。当然

売っていかなきゃならん資材。そこから出てくる予算が今まで積み上がってきていると思うん

です。売りたいという気持ちの中で、販売目標がされているんだろうか。資材から出てくる予

算じゃなくて、どれに挑戦していくのかという販売目標は、我々民間では当たりまえです。自
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分の給料をどう出すのかといったときに当然出てくる利益。これは経営理念。ただ、その中に

一村一品という理念の中で、それを勘案したすべてが黒字にできるかといってもそうではない

体質。それが当たり前で来ている４０年間は、町民の本当の理解の中で進んできたんだろうと

思います。ただ、これほど人口も減ってきて予算もどんどん下がったときに、どんどん膨れ上

がっていいのかということについては、さらなる論議だと思いますけれども。問題は販売目標

をきちんと持ち、先ほど質問の中で課長から回答が出てなかった「どういう数字になっている

だろうか」って、一番大事なことです。１２月までになんぼ売る。それに向かって、社員が頑

張っている。頑張っていることがきちんとした目標値がないとやっぱり張り合いがない。どこ

までやったっていうことが結果、それは当然社内にあるんだろうと思いますけども、これは町

民と一緒に進んでいかないと。町民も意識していかないとこのまま垂れ流しでは困る。庁舎の

前に現在の焼酎は、現在何本売れました。こうやって頑張っています。何本っていう数字が出

てしかりだと。焼酎の事務所に行って、今月はこんだけ売るんだという目標値が大きく書かれ

ているのかというとそれは無い。是非その中で先の目標値をぜひ我々がわかる目標値を発表し

てほしいと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業課長。 

 

○産業課長（二瓶正規君） 

 ただいまの御質問中で経営の部分でございます。過去に赤字ができていたという部分は事実

ございます。ピークのときには赤字を解消されたという一時期がありましたが、焼酎のブーム

がないと低迷をしているというのが実態でございます。 

ただ本年に関しましては、売り上げの部分が、かなり過去の数字から見ましてもかなり大き

な売り上げになっていくのかというふうに考えてございます。実際のところ売り上げ本数をど

のぐらいということで考えているかという御指摘を受けました。数量的な部分、総体的な部分

については、資料を持って来ておりませんが、今夏の補正の部分で、実際の売り上げの収入の

部分で、２５度のリッター換算で５千リッターという形の販売量を出しております。変更本数

といたしましては、２万２千本程度の総体的な売上増という形で見ております。実際のところ

どこまで数字があがるかという部分、非常に数字の見きわめが難しい状況であると理解をいた

だきたいというふうに。もし昨年との販売の部分でかなり大きな売り上げの伸びという部分で

出てきておりますので、なかなか数字がつかめないというのが実態でございます。今後どれだ

けの本数が出ていていくかという部分もかなり未知数の部分もあります。今年１年様子をみれ

ば、ある程度今後の流れというのは見えてくるのかなというふうにいう理解をしてございます

が、毎年毎年の販売計画これについては、年度当初にある程度の数字を出しながら予算措置を

行ってきているということが実態でございます。ただ予算の部分につきましては、その年売る

分の数量に対する資材の確保という予算で毎年していた実態でございますので、それらも含め

た中で、今回次年度分の資材の補正という形でさせていただいている分もございます。これら

部分、次年度にその部分が少しずつ余裕となって来る部分なのかなというふうに思っておりま

すが、それ以上に売れてくる場合ついては、財産売払い収入という形での予算計上させていた

だくような形になっていくかというふうに考えております。 
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○議長（田中誠君） 

 他にありませんか。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論は、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。 

 これから、議案第４９号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４９号 平成２７年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第９ 認定第１号 ～ 日程第１５ 認定第７号 

○議長（田中誠君） 

 ここで、議事の都合上、日程第９ 認定第１号 平成２６年度清里町一般会計歳入歳出決算

認定についてから、日程第１５ 認定第７号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出

決算認定についてまで、都合７件を一括議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

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

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長と監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上審査することに決定しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

  

○議長（田中誠君） 

 休憩中に決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選を願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告いたし

ます。委員長 勝又武司君。副委員長 前中康男君。以上のとおり報告がありました。 

 なお、審査の日程は本日２５日及び２８日２９日の３日間に決定したとの報告がありました
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ので、お知らせしておきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

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

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

 

○議長（田中誠君） 

 ここで暫時休憩とし、１０時３０分より決算審査特別委員会を開催いたします。 

休会 午前１０時２３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

平成２７年第６回清里町議会定例会会議録（９月２９日） 

 

平成２７年第６回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  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    ９番  田 中   誠 

    ４番  前 中 康 男     

    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。 

   出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

   ８番  村 島 健 二 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし   

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   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 

    農業委員会事務局長   二 瓶  正 規 

    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    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。 

   認定第１号～認定第７号 決算審査特別委員会審査報告 

   意見案第 ９号  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意

見書について 

   意見案第１０号  介護報酬の再改定を求める意見書について 

   発議第  ５号  議員の派遣について 
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                                                       開会 午後 ４時 ８分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただ今の出席議員数は８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７番 加藤健次君、１

番 伊藤忠之君を指名いたします。 

 

●日程第２  認定第１号～認定第７号（決算審査特別委員会審査報告） 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、認定第１号 平成２６年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定

第７号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件を一

括議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長  勝又武司君。 

 

○決算審査特別委員長（勝又武司君） 

１．審査案件。 

認定第１号 平成２６年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について。 

認定第２号 平成２６年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第３号 平成２６年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第４号 平成２６年度清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第５号 平成２６年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第６号 平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

認定第７号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

２．審査期日。平成２６年９月２４日・２８日・２９日の３日間。 

３．審査の結果。各会計とも認定すべきものと決した。 

４．平成２６年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算について。 

審査を行った結果、各会計はそれぞれ適正に予算執行及び事務処理が行われており、所期の

目的が達成されたものと認める。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標においても、引き

続き健全財政を維持していると判断するが、町税・使用料等の自主財源は人口減少や引き続く

景気低迷等により大きな伸びは期待できないところである。また、主要財源である地方交付税

においても国の財政状況や政策等による影響も懸念される。今後とも計画的な財政運営により、

将来を見越した施策展開が求められる。町民の福祉向上のため、実施されたハード・ソフト事

業が効率的・有効に利活用されこと望むものである。ついては、今回の決算審査特別委員会で

の意見等を十分検討され、明年度以降の予算編成や行政運営に生かされるよう望むものである。 
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 以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

委員長報告に対する、質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、一括採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、これから認定第１号から認定第７号まで一括して採決を行います。この採決は、

起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は認定です。委員長の報告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、認定第１号 平成２６年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第７号 平成２６年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件は

委員長の報告のとおり、認定することに決定しました。 

 

●日程第３から日程第４  意見案第９号～意見案第１０号 

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第３ 意見案第９号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実・強化を求める意見書についてから、日程第４ 意見案第１０号 介護報酬の再改定を

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。産業福祉常任委員会委員長 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９号から第１０号を、一括して説明します。 

意見案第９号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書につ

いて。本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するもの

とする。平成２７年９月２９日提出、提出者 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下さい。前文を省略し、記以下の内容を説明します。 

 １．京都議定書第二約束期間における森林吸収量の国際的な算入上限値３．５％分を最大限

確保するため、「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を位置づけるなど、森林

整備や木材利用のための安定的な財源を確保すること。 
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 ２．森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用安定化

を図るため、公共事業である森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保するこ

と。 

 ３．川上から川下に至る総合的な対策を地域の実情に合わせて柔軟に展開するため、「森林整

備加速化・林業再生対策」を恒久化し、財源を確保すること。 

次に、意見案第１０号 介護報酬の再改定を求める意見書について。本件について、地方自

治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。平成２７年９月２９

日提出、提出者 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下さい。前文を省略し、記以下の内容を説明します。 

 １．次年度予算において、介護事業所と介護労働者が充実したサービスを提供できるよう、

介護報酬のマイナス改定を見直しすること 

 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９号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書についてを採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第９号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求め

る意見書については、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、意見案第１０号 介護報酬の再改定を求める意見書についてを採決します。この採決

は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第１０号 介護報酬の再改定を求める意見書については、原案のとおり
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決定されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 ただ今、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は、その整理を

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

（「異議なし」との声あり） 

○議長（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５  発議第５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第５ 発議第５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ので、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。 

 

●閉会・閉議宣告 

○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６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 ４時２３分 

 


