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平成２８年第２回清里町議会定例会会議録（６月２１日） 

 

平成２８年第２回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇 

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    １番  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇 

   

４．欠席議員は次のとおりである。 

なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

なし 

 

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

           町 長   櫛 引 政 明 

           教 育 委 員 長   石 井 幸 二 

           代 表 監 査 委 員   篠 田 恵 介 

           農 業 委 員 会 長   近 藤  博 

           選 挙 管 理 委 員 長   工 藤 特 雄 

           副 町 長   宇 野  充 

           総 務 課 長   澤 本 正 弘 

           企 画 政 策 課 長     本 松 昭 仁      

           町 民 課 長   河 合 雄 司 
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           保 健 福 祉 課 長   薗 部  充 

           産 業 建 設 課 長   藤 代 弘 輝 

           焼 酎 醸 造 所 長   二 瓶 正 規 

           出 納 室 長   溝 口 富 男 

                     教 育 長   岸 本 幸 雄 

           生 涯 学 習 課 長   伊 藤 浩 幸 

           監査委員事務局長   小 貫 信 宏 

           農業委員会事務局長   藤 代 弘 輝 

           選挙管理委員会事務局長   澤 本 正 弘 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

           事 務 局 長     小 貫 信 宏 

           主 査   寺 岡 輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   報告第 １号  平成２７年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

   承認第 １号  清里町税条例等の一部を改正する条例専決処分承認について 

   承認第 ２号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分承認について 

   承認第 ３号  清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一

部を改正する条例専決処分承認について 

   承認第 ４号  行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正

する条例専決処分承認について 

   承認第 ５号  平成２７年度清里町一般会計補正予算（第６号）専決処分承認について 

   承認第 ６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４号）専決

処分承認について 

   承認第 ７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３号）専決処

分承認について 

   一般質問    （４名 件） 

   議案第３０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３１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３２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３３号  平成２８年度清里町一般会計補正予算（第１号） 

  議案第３４号  平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第３５号  保健福祉総合センター発電機設置工事請負契約の締結について 

  議案第３６号  二十一号橋補修工事請負契約の締結について 

  議案第３７号  清掃センター長寿命化改修工事（焼却施設）請負契約の締結について 

  意見案第２号  教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「３０人以下学級」の実現をめ

ざす教職員定数改善に向けた意見書について 

  意見案第３号  地方財政の充実・強化を求める意見書について 

  意見案第４号  道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子どもにゆ
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たかな学びを保障する高校教育を求める意見書について 

  意見案第５号  平成２８年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

  発議第 １号  議員の派遣について 
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                                                         開会 午前９時３０分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただいまの出席議員数は９名です。 

ただいまから、平成２８年第２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 会期の決定について 

○議長（田中誠君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

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

 

○５番（池下昇君） 

 議会運営委員長報告。本定例会の会期は、一般質問、各会計補正予算など提案件数、議案の内

容から判断して、本日１日間とすることが適当と思われます。 

以上が議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

本定例会の会期は委員長の報告どおり、本日１日間にしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

（「異議なし」）との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。事務局長に報告させます。議会事務局長。 

 

○事務局長（小貫信宏君） 

議長諸般の報告４点について御報告申し上げます。 

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

村議会議長会第３回定期総会について。５月１７日、大空町において開催され議長が出席をいた
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しております。平成２７年度決算認定等について原案のとおり可決承認されております。（２）オ

ホーツク圏活性化期成会平成２８年度定期総会について。５月２５日、北見市において開催され

議長が出席しております。決算認定及び事業計画等について原案のとおり可決承認されておりま

す。（３）平成２８年度町村議長副議長研修会について。５月３０日から３１日の２日間、東京都

で開催され副議長が参加しております。記載の内容の講演が行われ研鑚を深めたところです。２

ページになります。（４）北海道町村議会議長会第６７回定期総会について。６月９日札幌市で開

催され、議長が出席しております。議事の内容は会務報告及び各議長会からの提出議案１５件が

提出され、それぞれ原案のとおり可決承認され、その後、記載の内容にて講演が行われておりま

す。（５）一部事務組合の会議等についてであります。記載の会議に関係職員が出席しております。

（６）その他会議行事等について。記載の会議行事に議長はじめ各議員が出席しております。４

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（１）から（４）のとおり記載

の期日案件で会議が開催されております。 

３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２８年２月分から５月分について、６ページ

から１１ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

４点目、平成２８年第２回清里町議会定例会説明員等の報告について。１２ページのとおりと

なっておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

以上で議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４ 町長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

それでは、町長の一般行政報告について申し上げたいと存じます。 

まず大きな１の主要事業の報告についてであります。 

１点目の緑ダムでの小水力発電施設整備要請活動についてでありますが、国営畑地かんがい事

業、斜網地域維持管理協議会において、去る４月の５日、北海道開発局、北海道、記載の管内選

出北海道議会議員に対しまして、道営地域用水環境整備事業での地区の採択と調査設計業務の推

進について要請活動を行ったものでございます。 

次に２点目の、阿寒国立公園名称変更に係る要請活動についてであります。阿寒国立公園広域

観光協議会構成の１市１０町これは釧路市をはじめ、阿寒国立公園に隣接する釧路、根室、十勝

オホーツク総合振興局管内１０の町村により構成がされております。４月の１３日、環境大臣を

初め環境副大臣、大臣政務官、環境省関係部局並びに関係選挙区の衆議院議員に対しまして、阿

寒国立公園から阿寒摩周国立公園への名称変更について要請活動を展開したものでございます。 

次に３点目の会計検査院第３局国土交通検査第１課実地検査の結果についてでございます。４

月の１９日、平成２６年度建設のひまわり団地２棟２戸、札弦団地１棟２戸の公営住宅建設事業
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に、実地検査が行われたものでございまして特に何らの指摘事項もなく、終了をいたしたところ

でございます。 

次に４点目の北海道町村会定例総会定期総会についてであります。４月の２１日北海道知事、

北海道議会議長、並びに道内選出代議士の御臨席をいただく中、札幌市のポールスターにて開催

がされたところでございます。総務、建設、民生、文教、農林水産の各部会より政務活動にかか

わる方針と平成２８年度の事業計画および予算、各種会務報告、共済事業などの業務報告が行わ

れ、提出のあった議案すべてが原案どおり可決承認がなされております。またあわせて、１７項

目による特別決議を採択し、閉会をしたところでございます。 

続きまして５点目の会計検査院第４局農林水産検査第４課実地検査の結果についてでござい

ます。５月の９日から１１日の間森林整備加速化・林業再生事業により建設をいたしました。町

民プールの実地検査が行われたものでございまして、特に何らの指摘事項もなく、終了をいたし

た次第でございます。 

次に６点目の斜里地区消防組合、第２回臨時会の結果についてでございます。５月の１２日斜

里町総合庁舎３階議事場で行われております。付議案件につきましては、①から⑤までは条例及

び規約の一部改正にかかわるものでございまして、いずれも原案どおりに可決承認をいただいて

おります。また次のページになりますが、⑥の監査委員選任の同意議案につきましては、清里町

の篠田委員の任期満了による継続選任に関する議案でございまして、満場での同意をいただいた

ものでございます。 

次に２ページの７点目でございますが、斜里郡３町終末処理事業組合議会第２回臨時会の結果

についてでございます。５月の１２日斜里町の総合庁舎２階大会議室にて行われております。付

議案件の①で工事請負契約の締結に関する議案でございまして旧処理施設の解体と外構工事に係

る請負工事契約の締結について議決をいただいたものでございます。②から④までは規約の変更

に伴う協議に関する議案でございまして、それぞれ可決承認をいただいております。また⑤の監

査委員選任の同意議案につきましては、先ほどと同様、清里町の篠田監査委員の任期満了による

ところの継続選任に関する議案でございまして、満場での同意をいただいたものでございます。 

続きまして８点目の斜網地域４町と東京農業大学生物産業学部との包括連携協定の締結につ

いてでございます。５月の１２日斜里町消防庁舎１階会議室におきまして、斜里町、小清水町、

大空町、清里町の斜網４自治体と東京農業大学生物産業学部において、オホーツク総合振興局長

及び網走市の市長立会いのもとで地域の活性化と人材の育成を基本に記載の５項目について相互

に協力することを目的とした包括連携協定を締結させていただいたものでございます。なお協定

の締結期間は３年間でありますが期間満了時点で特段の申し出がない場合においては、さらに１

年間継続更新をされ以降も同様の内容となっておるものでございます。 

続きまして９点目のオホーツク圏活性化期成会定期総会の結果についてでございます。５月の

２５日北見市ホテル黒部にて開催がされておりまして、記載の付議案件６件について提案された

ものでございます。報告承認事項であります。①の平成２７年度事業報告、②の平成２７年度決

算認定、③の平成２７年度財政調整基金の決算認定につきましては、一括上程のもと報告承認が

されたものでございます。また議案の①の平成２８年度事業計画、②の事業予算、③の市町村負

担金の３議案におきましても原案どおり可決承認をいただいたものでございます。なおその他の

協議におきましてＪＲ北海道の石北本線の減便及び無人化廃止駅などの合理化に対する問題につ

いて意見交換が行われておりまして、釧網本線を含めた路線の重要性と交通網交通体系の適切な
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維持管理の観点から引き続き関係方面への要請活動を行うことで意見を集約をいたしたところで

ございます。 

次に、１０点目の緑小学校に係る閉校・統合要望についてでございます。６月１３日、緑町自

治会、緑町の小学校ＰＴＡ会長、同副会長、緑町小学校校長がお見えになりまして、町及び教育

委員会に対し、緑町小学校の学校を考える会にて有志家庭やＰＴＡ、山村留学協議会、自治会と

長年にわたり検討協議をしてきた小学校のあり方につきまして、去る５月の２７日開催のＰＴＡ

臨時総会におきまして、緑町小学校が平成２９年度末で閉校し、清里小学校に統合を希望するこ

とについて決定したとの報告とあわせて決定事項の実現に向けた要望をいただいたものでござい

ます。 

続きまして３ページをご覧いただきたいと思います。１１点目の介護保健施設きよさと新施設

長の就任についてでございます。現施設長の後藤医師が、この６月末日で契約が満了になりまし

て退任されますので、元施設長でありました斜里町在住の目黒医師が７月１日より就任をいただ

くことになりましたので、ここにご報告を申し上げる次第でございます。なお契約期間につきま

しては１年ごとでの契約ではありますが、申し出のない場合はさらに１年の継続更新契約となっ

てございまして、以下同様の内容でございます。 

次に、１２点目のトップアワードアジアパッケージデザイン部門での受賞についてでございま

す。清里焼酎のデザインを作成いただきました大黒大悟氏より清里焼酎のボトルデザインがパッ

ケージデザイン部門でトップアワードアジア賞を受賞したとの連絡をいただきましたので、ここ

にご報告を申し上げます。なお本デザイン賞は、アジア地域のパッケージデザインを選考チーム

において選定し、優れた作品に対し受賞されるものでございまして、このアジアのデザインを世

界に紹介するためにこの賞が設けられたというふうにお聞きをいたしてございます。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてでございます。１点目の農作物の生育状況につ

きまして、別紙によりご説明を申し上げますので最後のページ、５ページをお開きいただきたい

と存じます。６月１５日現在の農作物の生育状況での報告でございまして、農業改良普及センタ

ーより報告をいただきましたので、ここに御説明を申し上げたいと思います。まず気象の推移と

特異的な事項について申し上げます。今年は春耕期が比較的好天に恵まれたことによりまして、

播種作業も順調に進みかつ、５月は気温を高めに推移したことから各作物ともに生育も早めに進

んでおりました。しかし５月中旬以降の強風により一部ビニールハウスなどの農業施設とてん菜

を中心に約１８０ヘクタールの被害が発生しておりまして、再移植補植が行われたところでござ

います。また、６月上旬の低温によりまして、全体として生育が緩慢となっております。且つ、

６月４日未明には遅霜がおりまして馬鈴薯及びスイートコーンの一部に被害が発生をしたところ

でございます。それでは作物ごとに生育状況を御報告申し上げます。秋まき小麦（きたほなみ）

につきましては、草丈、茎数ともに平年より下回っておりますが、出穂揃で４日早くなってござ

います。５月の好天により生育が早まり茎数の減少が早いとのことでございます。春まき小麦（春

よ恋）につきましては、草丈は平年を下回っておりますが、葉数茎数ともに平年を上回り止葉期

で３日早くなってございます。ばれいしょ（コナフブキ）でありますが、茎長茎数ともに平年よ

り上回っておりまして、生育の遅速で４日早くなっておりますが、向陽・江南地域を中心に一部

ほ場において霜の被害を受けたところがございます。てんさい（パピリカ）につきましては、草

丈葉数ともにおおむね平年並みではございますが、生育の遅速で３日早くなっております。一部

ほ場において風害を受けたところでございます。大豆（とよみづき）につきましては、茎長は平
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年を下回っており、生育の遅速ではプラスマイナスゼロでございます。このところの低温で生育

が停滞するとのことでございます。小豆（サホロ）につきましても茎長葉数ともに平年を下回っ

ておりまして、生育の遅速ではプラスマイナスゼロでありますが、このところの低温で生育が停

滞しているそんな状況でございます。サイレージ用とうもろこし８５日タイプにつきましては、

草丈は平年を下回っておりますが、葉数では平年を上回っておりまして、生育の遅速で２日早く

なってございます。なお、霜害を受けたほ場では、生育の遅れが大きくなっているとのことでご

ざいます。次に、牧草（チモシー）の一番草についてでありますが、５月の雨不足の影響もあり

まして草丈が平年を下回っておりますが、出穂はじめで生育は概ね平年並みとのことでございま

す。以上農作物の生育状況についてご報告をさせていただきました。３ページにお戻りをいただ

きたいと存じます。 

大きな主要事業の２点目の議決工事の進捗状況についてでございます。平成２８年度継続事業

の６月１５日現在の工事の進捗状況でございますが、交流活動施設整備工事につきましては記載

の工期工事内容により実施がされておりまして、すべての工事が工期内に予定どおりに完了いた

したところでございます。進捗率では１００％となってございます。 

次に、大きな３の主な会議行事等の報告についてでございます。自治会長会議でありますが４

月の１８日町民会館で開催がされております。町からは、平成２８年度における主な事業の概要

並びに当面する行事や事業、さらには連絡周知依頼事項等について設問をさせていただき御意見、

御質問等をいただいたものでございます。次に、交通安全防犯青少年育成推進委員会及び交通安

全防犯協会の総会についてでございます。同じく４月の１８日町民会館で開催をされてございま

す。推進員３４名の出席をいただき、平成２７年度の事業報告と平成２８年度の事業計画につい

てご審議をいただき、原案どおり可決承認をいただいたところでございます。また総会後には、

清里駐在所所長より町内における交通事故及び犯罪の発生状況とその対策について御講演をいた

だき、研鑽を深めたものでございます。４ページをお開き願います。春のごみゼロ運動について

でございます。５月の１４日開催されております。この運動につきましては、まちづくり運動推

進協議会との共催で、毎年この時期に実施をさせていただいておりますが、本年におきましても

自治会をはじめ各地域や職域職場団体等から１６７人の参加をいただき、記載の道道及び町道に

おいてごみ拾い清掃が行われたものでございます。次に、札幌清里会の総会でございます。５月

の２１日札幌市の三川屋会館で行われております。清里町からは、田中議長、石井清里町農協の

組合長、川筋商工会会長、渡辺観光協会会長そして私と事務局２名の計７名で参加をさせていた

だきました。札幌清里会からは中村会長他４３名の参加でございまして、交流会の席におきまし

て、町と議会からは町政等の近況報告と農協、商工会、観光協会からはそれぞれ団体の活動状況

や計画などについて情報の提供が行われ、交流懇親の中で盛会の内に終了をいたしたところでご

ざいます。次に第５１回北海道消防協会オホーツク地方支部斜里分会合同演習についてでござい

ます。５月の２２日、清里町生涯学習総合センター駐車場及び市街一円で開催がされております。

高橋文明北海道議会議員、オホーツク総合振興局長、斜里警察署長はじめ町内外より多くの来賓

の方々のご臨席をいただき、各消防署及び消防団員１２５名の参加により、小隊訓練、ポンプ操

法、模擬火災訓練、分列行進など、すべての演習が所定のとおりに行われ、終了いたしてござい

ます。なお当日は、清里中学校、清里高等学校の吹奏楽部にも国旗掲揚、分列行進での演奏等に

御協力をいただきましたことに改めてお礼を申し上げる次第でございます。次に町営牧場の入牧

についてでございます。去る５月の３０日、江南牧場において、今年度の入牧が開始がされたと
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ころでございます。酪農及び畜産農家４戸から乳牛で５５頭、黒毛和牛で２２頭、計７７頭が入

牧されてございます。次にみどりのフェスティバルについてでございます。５月の２９日緑駅前

広場で開催がされております。当日はあいにくの小雨混じりの肌寒い天候ではありましたが、緑

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

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

特産品の展示販売など各種の出店をいただき、約１千人のご来場のもとに盛会のうちに終結をし

たところでございます。続きまして、緑の植樹祭についてでございます。６月の４日江南宇宙展

望台周辺において開催がされてございます。本植樹祭は、花と緑と交流のまちづくり委員会との

共催により毎年この時期に実施をさせていただいているものでございます。今年も、自治会や自

治会女性部の皆さんを初め、各地域や職域職場そして網走南部森林管理署の皆さんさらには、次

代を担う子どもたちにも参加をいただいておりまして全体７０名の参加の中でエゾヤマザクラ他、

９４本の植樹が行われたものでございます。 

以上申し上げ、町長の一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

  質疑なしと認めます。 

 これで町長一般行政報告を終わります。 

 

   ●日程第５ 教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな１、主要事業報告についてであります。１点目、平成２８年度全国学力学習状況調査に

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

における児童生徒の学習指導改善に生かすため、毎年実施されております調査が本年度は熊本地

震の影響により熊本県全域及び周辺の一部の地域を除き４月１９日に、一斉に実施されました。

本町におきましては、小学校第６学年２９名、中学校第３学年３６名を対象に実施され、教科に

関する調査では、国語・算数、中学生は数学を、生活習慣や学習環境等に関する質問調査では、

児童生徒及び学校に対する調査が行われました。全国、全道の集計結果につきましては、８月下

旬頃公表される予定であります。 

次に、大きな２、主な会議行事等の報告であります。１点目、スポーツ合宿の受け入れについ

て。５月１日から４日までの４日間、網走南ヶ丘高等学校陸上競技部４９名が来町し、町民グラ

ンド他において合宿が行われました。なお練習に際しましては、清里高校陸上部員も合同で参加

し競技力の向上が図られたところでございます。２点目、清里町奏者のための講習会清里吹奏楽

セミナー２０１６について。町内小中高校の連携事業として５月４日と５日の２日間、清里中学



 10 

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

ルアップを図るためプロの演奏者をお招きし、講習会が開催されました。講師は札幌市よりアン

サンブルグループ（そら）代表札幌交響楽団オーボエ奏者岩崎弘昌氏外１１名をお招きし、計４

７名の参加のもと、コンクールに向けた質の高い指導を受けることが出ました。２ページをご覧

ください。３点目、ことぶき大学、入学式・開講式について。５月１３日に来賓大学役員、並び

に講師の出席のもとプラネットにおいて開催され、総長であります町長のご挨拶、来賓祝辞の後、

新入学生８名の紹介が行われました。今年度は学生総数６０名により来年３月までのことぶき大

学がスタートいたしました。４点目、第３９回斜里岳ロードレース大会実行委員会について。５

月３０日に本年度第１回目の実行委員会が開催されました。例年通り実行委員長には、体育協会

会長にお願いをし、実行委員としてスポーツ関係団体のほか商工会、観光協会、交通安全指導委

員会、女性会議、青年団、建設業協会など多くの団体のご協力をいただき開催されることとなり

ました。大会は、９月１８日１０時スタートの予定でございます。 

次に、大きな３、教育委員会の開催状況であります。第５回教育委員会が４月２６日に開催さ

れ、記載のとおり委員の任命及び規則の一部改正について、それぞれ原案どおり決定されており

ます。また第６回教育委員会が６月７日開催され、記載のとおり、要綱の一部改正及び新たな要

綱制定について、それぞれ原案どおり決定されております。 

以上申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

   ●日程第６ 報告第１号  

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 報告第１号 平成２７年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題と

します。 

 本件について、報告の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

ただいま上程されました、報告第１号 平成２７年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

ものでございます。 

次のページをお開き下さい。今回、繰越を行ったのは、２款総務費、２項総務管理費自治体情

報セキュリティ強化対策事業、３款民生費、１項社会福祉費、年金生活者等支援臨時福祉給付金

給付事業、１２款災害復旧費、１項災害復旧費農地災害復旧補助事業の３事業であり、総体金額

につきましては、９千６４０万２千円であり、翌年度繰越額につきましては、８千９０７万２千
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円でございます。財源内訳における、既収入特定財源につきましては、１千８４８万４千円であ

り、国庫支出金となってございます。未収入特定財源につきましては、１千６５万円であり、内、

国庫支出金５３５万円、町債５３０万円となってございます。一般財源につきましては、５千９

９３万８千円となってございます。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、報告第１号 平成２７年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを終わりま

す。 

 

   ●日程第７ 承認第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 承認第１号 清里町税条例等の一部を改正する条例専決処分承認についてを議題と

します。 

 本件について、提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま上程されました、承認第１号 清里町税条例等の一部を改正する条例専決処分承認に

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、地方自治法の定めに基づき、専決処分いたしましたので、議会に報告し、 

その承認を求めるものでございます。次のページをご覧ください。 

今回、専決処分いたしましたのは、清里町税条例等の一部を改正する条例であり、平成２８年 

３月３１日付けをもって、専決処分させていただきました。今回の条例改正は、平成２８年度の

地方税法等の改正に伴い、清里町税条例及び清里町税条例等の一部を改正する条例（平成２７年 

条例第１３号）の一部を改正するものでございます。それでは、別冊の審議資料により、ご説明

いたしますので、審議資料の１ページをお開きください。１ページは主な改正の要旨、２ページ

から１８ページには、新旧対照表により改正箇所をアンダーラインにより示しております。改正

の内容につきましては、１ページの主な要旨によりご説明申し上げます。 

１、清里町税条例の一部改正について、１点目は、延滞金計算期間の控除でございます。記載 

のとおり、法人の町民税及び個人の町民税の所得割について、申告書の提出により減額の更生が

あったのち、修正申告書の提出又は増額更生があったときは、納付すべき税額に達する日までの

部分について、延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算を行うものであり、第１９条、

第４３条、第４８条、第５０条において所要の規定を整備するための改正を行うものでございま

す。 

２点目の町民税法人税割の税率引き下げにつきましては、第３４条の４において、現行の１０

０分の１２．１を１００分の８．４に引き下げを行うものでございます。 



 12 

３点目の固定資産税の特例措置につきましては、地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）

の適用資産の追加による課税標準の特例措置として、附則第１０条の２において、項目の追加を

行うものでございます。 

４点目の医療費控除の特例につきましては、平成３０年度から平成３４年度までの各年度の個

人の住民税に限り、対象となる医薬品を購入した費用を所得控除の対象とするものであり、附則

第６条として追加するものでございます。記載の主要な改正のほか、行政不服審査法の施行に伴

い、第１８条の２において語句の整理。地方税法等の改正に伴い、第５６条及び第５９条におい

ては、語句の変更と追加、附則第１０条の３第８項第５号において条文の追加を行います。 

２、清里町税条例等の一部を改正する条例（平成２７年条例第１３号）の一部改正については、 

たばこ税に関する経過措置として、附則第５条について、今回の地方税法等の改正による、清里

町税条例第１９条の改正に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。１６ページをご覧

ください。附則につきましては、第１条で施行期日、１７ページの第２条で町民税に関する経過

措置、第３条で固定資産税に関する経過措置を定めるものでございます。 

以上で、提案理由の説明といたします。 

 

○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。 

これから承認第１号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

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、承認第１号 清里町税条例等の一部を改正する条例専決処分承認については、原

案のとおり承認することに決定しました。 

 

   ●日程第８ 承認第２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 承認第２号 清里町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例専決処分承認につ

いてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

ただいま上程されました、承認第２号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専 
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決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法の定めに基づき、専決処分いたしましたので、議会に報告 

し、その承認を求めるものでございます。次のページを、ご覧ください。 

今回、専決処分いたしましたのは、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例であり、 

平成２８年３月３１日付けをもって、専決処分させていただきました。 

今回の条例改正は、国民健康保険法施行令の改正に伴い、清里町国民健康保険税条例の一部 

を改正するものでございます。 

それでは、別冊の審議資料よりご説明いたしますので、審議資料の１９ページをお開きくださ

い。１９ページは改正の要旨、２０ページから２１ページには、新旧対照表により改正箇所をア

ンダーラインにより示しております。 

 改正の内容につきましては、１９ページの要旨によりご説明申し上げます。１点目の課税額 

につきましては、保険料の課税限度額を引き上げるものであり、基礎課税額に係る課税限度額 

を「５４万円」に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を「１９万円」に改めるもので 

ございます。２点目の国民健康保険税の減額につきましては、低所得者の保険料負担を軽減す 

る措置であり、軽減判定所得の算定基準を見直すものでございます。区分の５割軽減の対象と 

なる所得の算定において、被保険者等の数に乗ずべき金額を「２６万５千円」に２割軽減の対 

象となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を「４８万円」に改めるものでご 

ざいます。 

２１ページをご覧ください。附則につきましては、第１条で施行期日、第２条で適用区分を定

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。 

これから承認第２号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

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、承認第２号 清里町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例専決処分承認に

ついては、原案のとおり承認することに決定しました。 
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   ●日程第９ 承認第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 承認第３号 清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の

一部を改正する条例専決処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

ただいま上程されました、承認第３号 清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例

に関する条例の一部を改正する条例専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。本件につきましては、地方自治法の定めに基づき、専決処分いたしましたので、議会に報告

し、その承認を求めるものでございます。次のページを、ご覧ください。 

今回、専決処分いたしましたのは、清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に 

関する条例の一部を改正する条例であり、平成２８年３月３１日付けをもって、専決処分させて

いただきました。 

今回の条例改正は、過疎地域自立促進特別措置法の改正に伴い、清里町過疎特別対策のため 

の固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正するものでございます。 

固定資産税の課税の特例につきましては、過疎地域自立促進特別措置法に基づき、期限を 

設定して、条例で課税の特例を設けてまいりましたが、法律の改正に伴い、法律の期間が平成３

３年３月３１日まで延長されたため、本条例においても失効の期日について改正するものでござ

います。それでは、別冊の審議資料よりご説明いたしますので、審議資料の２２ページをお開き

ください。 

２２ページは改正の要旨、２３ページには、新旧対照表により改正箇所をアンダーラインによ

り示しております。改正の内容につきましては、２２ページの要旨によりご説明申し上げます。

附則第２条に定める「この条例の失効」について法律の期間延長に伴い、平成３３年３月３１日

限りと改正するものでございます。２３ページをご覧ください。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。 

これから承認第３号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

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、承認第３号 清里町過疎特別対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例

の一部を改正する条例専決処分承認については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

    ●日程第１０ 承認第４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 承認第４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を

改正する条例専決処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま上程されました、承認第４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の一部を改正する条例専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法の定めに基づき、専決処分いたしましたので、議会に報告し、

その承認を求めるものでございます。次のページを、ご覧ください。 

今回、専決処分いたしましたのは、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

例の一部を改正する条例であり、平成２８年３月３１日付けをもって、専決処分させていただき

ました。 

今回の条例改正につきましては、平成２８年第１回清里町議会定例会において、本条例によ 

る関係条例の整備について、ご審議の上、可決をいただいたところでございますが、平成２８年

３月３１日付け総務省通知により、固定資産評価委員会条例の改正に関して、附則第４項に規定

した適用時期及び要件の明確化について示されたことに伴い、改正するものでございます。 

それでは、別冊の審議資料よりご説明いたしますので、審議資料の２４ページをお開きくださ

い。 

 ２４ページは改正の要旨、２５ページには、新旧対照表により改正箇所をアンダーラインによ

り示しております。改正の内容につきましては、２４ページの要旨によりご説明申し上げます。 

適用時期及び要件の明確化について、附則第４項において、適用する時期を平成２８年４月１ 

日以後と明記すると共に、法律に規定する公示又は通知がされる場合に適用する旨を明確にする

ものでございます。２５ページをご覧ください。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。討論ありませんか。 

                              （「討論なし」との声あり） 



 16 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

これから承認第４号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

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、承認第４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を

改正する条例専決処分承認については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

   ●日程第１１ 承認第５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 承認第５号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第６号）専決処分承認につ

いてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

ただいま上程されました、承認第５号 平成２７年度清里町一般会計補正予算第６号専決処分

の承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件つきましては、地方自治法の定めに基づき専決処分いたしましたので、議会に報告し、そ

の承認を求めるものでございます。次のページをお開き下さい。 

今回専決処分致しましたのは、記載のとおり、平成２７年度清里町一般会計補正予算第６号で

あり、３月３１日付けをもって、専決処分させていただきました。次のページをご覧ください。 

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、１億４千６１０万円を追加

し、予算の総額を５０億５千５８５万２千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、のちほど事項別明細書によりご説明申し上げますが、主な補正

の内容につきましては、歳入の内、地方譲与税・地方交付税、国庫支出金等が確定するとともに、

歳出につきましては、国民健康保険事業特別会計への繰出金等の確定を行い、併せて、総体的な

財源調整処理を行うものでございます。 

 なお、今回の補正により、生じました剰余額につきましては、基金への積み増しを行ってまい

ります。 

 第２条の繰越明許費につきましては、議案書を２枚お開きください。第２表の横表、繰越明許

費でございますが、地方自治法の定めにより、平成２８年度に繰り越して使用することができる

経費は、１２款災害復旧費、１項災害復旧費、農地災害復旧補助事業３５５万１千円とするもの

でございます。 

それでは、別冊の事項別明細書により、ご説明させていただきますので、平成２７年度補正予算

に関する説明書のピンク色の一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書の紙をお開きください。 

歳入から申し上げます。歳入は総括表により、ご説明申し上げます。１款町税から、１４款道

支出金につきましては、すべて交付額の確定に伴う補正となっており、９款地方交付税９千４５

５万３千円の増額は、普通交付税の保留分と特別交付税の確定による補正となっております。 
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 １５款財産収入４３万３千円の増額は、土地売り払い収入と立木売り払い収入でございます。

１８款諸収入６１２万円の減額は、介護老人保健施設介護報酬の減によるものでございます。 

それでは、引き続き歳出についてご説明申し上げますので、８ページをご覧ください。 

２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費１０３万５千円の減額につきましては、事務委

託補助金の確定に伴うものでございます。２目財産管理費における積立金１億５千１０５万９千

円につきましては、一般財源の余剰分としまして公共施設整備基金積立金に積み立てるものです。

なお、平成２７年度末基金の総額は、４７億２千１７３万４千円となるものでございます。３目 

地籍管理費、１５目行政情報システム管理費につきましては、事業の確定に伴い財源の調整をし

たものでございます。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費につきましては、地域

づくり総合交付金の確定により、財源振替を行うものであります。次のページをご覧ください。

２目障害者自立支援費につきましては、自立支援医療給付費負担金の確定により財源振替を行う

ものでございます。４目老人福祉費９１２万３千円の減額につきましては、介護老人保健施設運

営事業費の確定により、運営業務委託料を減額するものでございます。４款衛生費、１項保健衛

生費、３目各種医療対策費５６９万６千円の増額につきましては、実績の清算により、国保会計

繰出金７１１万８千円の増額補正と後期高齢者医療会計繰出金１４２万２千円の減額補正を行う

ものでございます。次のページをお開きください。５款農林水産費、２項林業費、２目自然保護

対策費につきましては、エゾシカ緊急対策事業に伴う地域づくり総合交付金の確定により、財源

振替を行うものでございます。８款消防費、１項消防費、１目消防費４９万７千円の減額につき

ましては、斜里地区消防組合本部負担金の執行残により、減額補正を行うものでございます。９

款教育費、２項小学校費、２目教育振興費並びに３項中学校費、２目教育振興費につきましては、

教育タブレット購入に伴う地方創生先行型交付金の充当により、財源振替を行うものでございま

す。次のページをご覧ください。４項社会教育費、２目生涯教育費につきましては、子ども・子

育て支援交付金の確定により、財源振替を行うものでございます。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

これから承認第５号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

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、承認第５号 平成２７年度清里町一般会計補正予算（第６号）専決処分承認につ
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いては、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

   ●日程第１２ 承認第６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 承認第６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４号）

専決処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

ただいま上程されました、承認第６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４号）専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法の定めに基づき、専決処分いたしましたので、議会に報告し、 

その承認を求めるものでございます。次のページを、ご覧ください。 

今回専決処分いたしましたのは、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 

４号）であり、平成２８年３月３１日付けをもちまして、専決処分させていただきました。次の

ページを、ご覧ください。 

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２千５８８万６千円を減額 

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億７千３７３万７千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、後程、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、歳出における事業の実績及び保険給付費の確定、並びに歳入における国・道支 

出金等の確定に伴い、一般会計からの繰入金により財源調整措置を行ったものでございます。 

それでは、歳出よりご説明いたしますので、別冊の平成２７年度補正予算に関する説明書の１ 

８ページ、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３歳出をお開きください。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、事業の実績により、７節賃金か

ら１３節委託料まで、合計９４万４千円を減額するものでございます。２項徴税費、1目賦課徴税

費につきましても、実績により１１節需用費、１２節役務費で合計１万７千円を減額するものでご

ざいます。１９ページをご覧ください。３項運営協議会費、１目運営協議会費につきましても、実

績により１節報酬、１１節需用費で合計６万９千円を減額するものであります。２款保険給付費、

１項療養諸費につきましては、医療費の確定に伴い、減額措置するものでございます。１目一般被

保険者療養給付費１千２２８万円の減額。２０ページをお開きください。２目退職被保険者等療養

給付費４１０万８千円の減額、３目一般被保険者療養費、３９万４千円の減額、４目退職被保険者

等療養費１０万４千円の減額、５目審査支払手数料２６万９千円の減額、療養諸費、合計で、１千

７１５万５千円を減額するものでございます。２項高額療養費につきましても、医療費の確定に伴

い、減額措置するものでございます。１目一般被保険者高額療養費１１０万円の減額２１ページを

ご覧ください。２目退職被保険者等高額療養費７９万９千円の減額、３目一般被保険者高額介護合

算療養費２４万円を皆減、４目退職被保険者等高額介護合算療養費１０万円を皆減、高額療養費合

計２２３万９千円を減額するものでございます。３項移送費、１目一般被保険者移送費及び、２２

ページに移り、２目退職被保険者等移送費につきましては、事業の確定に伴い皆減するものであり

ます。４項出産育児一時金につきましては、事業の確定により、１目出産育児一時金１２６万円の

減額、２目支払手数料１千円の減額、合計１２６万１千円の減額でございます。５項葬祭諸費、１
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目葬祭費１８万円の減額につきましても事業の確定によるものでございます。２３ページをご覧く

ださい。 

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、補正による増減はございませ

んが、国の普通調整交付金及び財政安定化支援事業繰入金の減額を、その他一般会計繰入金及び一

般財源により財源措置するものでございます。また、２目後期高齢者関係事務費拠出金につきまし

ては、事業費の確定に伴い３千円を減額するものでございます。４款前期高齢者納付金等につきま

しても事業の確定に伴い、１目前期高齢者納付金等４万５千円の減額、２目前期高齢者関係事務費

拠出金３千円の減額、合計４万８千円を減額するものでございます。２４ページをお開きください。 

５款老人保健拠出金につきましては事業の確定に伴い、１目 老人保健医療費拠出金１千円を皆

減、２目老人保健事務費拠出金６千円の減額、合計７千円を減額するものでございます。 

７款共同事業拠出金につきましても事業の確定に伴い、１目高額医療費共同事業医療費拠出金  

６１万３千円の減額、３目保険財政共同安定化事業拠出金２５６万５千円の減額、合計３１７万

８千円を減額するものでございます。２５ページをご覧ください。 

８款 保健事業費につきましても事業の確定に伴い、１項 特定健康診査等事業費においては、

１１節 需用費から１３節 委託料まで合計１６万７千円の減額、２項保健事業費、１目 疾病

予防費においては、７節賃金から１３節委託料まで合計１８万５千円の減額でございます。１０

款公債費、１項一般公債費、１目利子につきましては、一時借入を行わなかったため、利子の発

生が御座いませんでしたので、一時借入金利子１９万８千円を皆減するものでございます。２６

ページをお開きください。１１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険税還付金につ

きましては、実績により３万５千円を減額するものであり、内訳は、過年度還付金７千円、還付

加算金２万８千円でございます。 

歳入につきましては、総括表でご説明申し上げますので、１３ページにお戻りください。 

１款国民健康保険税、２款使用料及び手数料、１１款諸収入が一般財源であり、３款国庫支 

出金から９款繰入金までが特定財源でございます。 

以上で、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（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。 

これから承認第６号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

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、承認第６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４号）

専決処分承認については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

   ●日程第１３ 承認第７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 承認第７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３号）専

決処分承認についてを議題とします。 

 本件について、提出者の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

ただいま上程されました 承認第７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３号）専決処分承認につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法の定めに基づき、専決処分をいたしましたので、議会に報 

告し、その承認を求めるものでございます。次のページをご覧ください。 

今回、専決処分いたしましたのは、平成２７年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

３号）であり、平成２８年３月３１日付けをもちまして、専決処分させていただきました。 

次のページをご覧ください。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

７１万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６千５７５万７千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、後程、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、事務費の精査及び広域連合納付金、保険料還付金等の確定に伴う措置を行った 

ものでございます。 

それでは、歳出よりご説明致しますので、別冊の平成２７年度補正予算に関する説明書の２ 

９ページ、後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書の３歳出をお開き下さい。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、事務費の実績により、９節旅

費で１０万４千円を減額するものでございます。特定財源その他は、一般会計繰入金でございま

す。２項徴収費、1目徴収費につきましても、事務費の実績により、１１節需用費、１２節役務

費で合計４万６千円を減額するものであり、特定財源その他は、一般会計繰入金でございます。 

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、１９節負担金補助

及び交付金５１万６千円の減額は、保険料負担金、事務費負担金の確定によるものであり、特定

財源その他は一般会計繰入金でございます。 

３０ページをお開きください。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金

は、還付の実績が御座いませんので５万１千円を皆減するものでございます。特定財源その他は、

広域連合還付金でございます。 

歳入につきましては、歳出と併せてご説明いたしましたので、省略させていただきます。 

以上で、提案理由の説明といたします。 

 

○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。 

これから承認第７号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

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、承認第７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３号）専

決処分承認については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 ここで、１０時４５分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時３８分 

再開 午前１０時４５分 

 

   ●日程第１４ 一般質問 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。日程第１４一般質問を行います。発言を許します。 

堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 今回私は、健康づくりその中でも健康寿命をどうやって伸ばしていくか。そのために何をして

いくべきかを質問させていただきます。 

日本は今、世界トップクラスの長寿国となりました。しかし、世界で一番寝たきりの人が多い

のも日本だそうです。せっかく寿命が伸びても寝たきりだったり、体の調子が悪かったりでは、

豊かな生活を送ることはできません。日本人の平均寿命は、女性が８６．６歳で、世界１位。男

性が８０．２歳で、世界第３位で、毎年伸び続けています。この平均寿命に対して、健康寿命日

常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる期間を、健康寿命と言いますが、日本人の

健康寿命は女性が７３．６歳なので、平均寿命との差は約１３年です。男性の健康寿命は７０．

４歳で平均寿命との差は約９年です。平均寿命と健康寿命との差は日常生活に制限のある不健康

な期間これを意味しています。つまりいかにして、健康寿命を延ばして、亡くなるまでの不健康

で不自由な期間を短くしていくかがポイントになります。 

清里町はどうかといいますと平均寿命は男性、女性ともに全国と同じ水準ではありますが、残

念なことに健康寿命は女性で全国の７３．６歳よりも７歳以上低い、６６．５歳です。男性も、

全国の７０．４歳よりも６歳近く低い６４．７歳です。つまり健康上何らかの問題を持ちながら

日常生活に制限のある不健康な期間が、清里町の場合女性で、約２０年男性で１５年もあるとい

うことです。よく言われる言葉にピンピンころりが理想だねとなどと言われていますが、ころり
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はともかくとして健康でピンピンとしている期間、つまり、健康寿命を延ばして平均寿命との差

を小さくすることは本人の生活の質を防ぐだけでなく、家族の介護の負担を減らし、加えて、医

療費や介護費用などを減らすことにもつながります。清里町における健康づくり、そして健康寿

命を延ばすための取り組みについて町長にお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今御質問をいただきました健康寿命と健康づくりにつきまして、お答えを申し上げたいと

いうふうに思います。ただいま議員の方から健康寿命についての定義等を含めて、具体的な数値

の提示があった訳であります。まさに健康寿命いわゆるＷＨＯが２０００年に定義づけた概念で

ございまして、平均寿命から不健康な時期を差し引いたそういう年数を健康寿命と、こういうこ

とだそうでありまして、清里町においてもそういう数値が出されているわけでございます。基本

的にはこの健康寿命と平均寿命の差をいかに縮めていくかというのが極めて重要な課題ではない

かなというふうに思っております。 

清里町における健康づくりの取り組み、平成１７年に第４次の清里町の総合計画これと連動し

ながら第１期の健康づくり計画、１０カ年計画を策定いたしまして、これまで健康づくりに取り

組んできたところでございますが、その計画が１０年間終了しましたんで、平成２７年からは町

民一人ひとりが互いに影響し合い、健康で健やかに生きると、これを基本理念とする第２次の健

康づくり１０カ年計画を策定させていただいたところでございます。この計画の中では乳幼児期

から高齢期までのライフステージごとに食事や運動歯や口腔（口の中）、それと心と、それを包括

する健康管理を加えた５つの視点から、健康づくりの目標設定をしております。これらの活動を

支えております家庭や地域学校、職域での取り組みや保健福祉課並びにスポーツを通じながら、

生涯学習課を中心とする健康づくりの支援事業の取り組みを進めてきたところでございます。こ

れらの事業についてそれぞれご案内を申し上げていきたいというふうに思いますが、またあわせ

て町の方ではミニドック健診だとか脳ドック検診いわゆる各種健診多くの健康づくりのメニュー

を用意いたしているところであります。基本的には健康は自らその健康に基づいてやっていかな

ければならん。いわゆる自分の健康は自分で守る、これが基本ではないかというふうに思ってお

りまして、健康を一旦失ってからそのありがたさを感じるのではなくて、町民の皆さん一人一人

が日ごろから健康を強く意識するあらゆる機会を通じた啓蒙活動と健康づくり活動の推進を図っ

てまいりたい、そのように考えているところでございます。 

先ほども申し上げましたが、健康寿命と平均寿命の乖離を少しでも縮めることを目的に、引き

続きそれぞれのメニューに基づいて清里町の健康づくり計画の中にありますそうした施策を１つ

ずつ確実にクリアをしていきたいというふうに考えている次第でございますので、御理解を賜り

ますよう、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

以上申し上げて総論の回答とさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 
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○２番（堀川哲男君） 

 ただ今町長からご説明がありました。清里町においては、昨年平成２７年度から３６年度まで

の第２次の健康づくり計画が作成されております。この中において、１つ目栄養と食生活、２つ

目身体活動と運動、３つ目歯と口の中の健康、４つ目心の健康５つ目、健康管理、この５つの健

康づくりの視点からそれぞれの年代、ライフステージごとに行動目標と対策が示されております。 

健康寿命を延ばすわかりやすいキーワードがあります。「てくてく・かみかみ・ニコニコ・わ

くわく。」てくてくは適度な運動。かみかみは３度の規則正しい食生活。ニコニコは心の健康。わ

くわくは五感を使った感動です。このキーワードはまさにこの健康づくり計画と合致します。 

それではそれぞれのテーマに沿って再質問させていただきます。 

まず適度な運動について、清里町では保健福祉課、生涯学習課を中心にさまざまな運動講座が

開かれています。ふまねっと運動、さわやか健康講座、いきいき健康セミナー、ボクササイズ、

その他プールを利用した運動教室などたくさんのメニュー、受け皿があり、どれも好評とのこと

です。しかし講座によっては、募集定員に届かなかったり、また参加するメンバーが同じで固定

化している。そういった課題があるようです。健康に関心があり運動する意識の高い人は、進ん

で参加し他の講座にも続けて参加しますが、むしろ健康や運動に対する意識の低い人たちを意識

の低い人たちをどうやって参加に導いていくか。これだけ充実した運動講座があり、しかも無料

で受けられるのに大変もったいないことだと思います。このごろは運動する機会も減ってきたよ

うに思います。一昔前までは町民運動会があったり、ソフトボールやバレーボールのチームもた

くさんあってリーグ戦も盛んでした。今は各スポーツイベントも参加者が減り、昔と比べると、

随分と寂しい大会となっています。体育協会に加盟している各会員協会も会員不足に悩まされて

いるのが現状です。各スポーツ団体の立て直しも必要ですし、サークル的な集まりに対しても応

援体制が必要ではないかと考えます。例えばですが、今ウォーキングする人が随分と増えていま

すが、それぞれがそれぞれのルートで歩いています。これらがサークルとして仲間と一緒に歩く

楽しさも加われば、さらにウォーキング人口も増えていくのではないかと考えます。健康や運動

に対して意識が高い人は趣味としてスポーツを楽しんだり、ウォーキングしたりと運動する習慣

が身についています。習慣的に運動する率ですが、年齢が高くなるほどふえる傾向ですが４０代、

５０代の男性が運動する習慣が低い、このようなデータもありますし、子育て中の母親が子供連

れで運動できる場が少ない状況もみられるとのことです。スポーツ人口の掘り起こしと運動に対

する意識づけ。これらについて町長の考えをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でございます。健康づくりの中の特にスポーツ運動への積極的な参加掘りお

こしをどうしていくんだということかなというふうに思っております。 

基本的にこの健康づくり計画の中での項目にありますように身体と運動。これは本当に極めて

重要な課題だというふうに思っております。清里町では保健福祉とそれから教育委員会生涯学習

課が中心となりながら、これらのサポート実践を行ってきているところでございまして、それぞ

れのいきいき健康セミナーだとかそれぞれのセミナー等を通じながら奨励をいたしているところ
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でありますが、今御指摘もありましたように、一部参加者が固定をしている、若い人方がなかな

か入ってこないだとか、そういう課題も抱えながら、さまざまな対応しながら進めてきていると

いうのが事実でもございます。スポーツ人口を増やして、広げてくというのは、いつでもどこで

もだれでも気軽にスポーツに親しむことができる機会を増やしていくということ。そして身近な

スポーツをどれだけ生活の中に取り込んでいけるかとこういうことが重要になってくるというふ

うに理解をするところでございます。それぞれの課の方で進めているセミナーやスポーツ活動を

中心としながら、そしてさらに今まで参加をしていない方々にどういう働きかけをしていくか。

つまりは、これは底辺でありましてそれぞれのスポーツ団体との連携をどうつないでいくかとい

うのが非常に大事になってくるんだろうというふうに思っておりますので、そういうような対応

を進めながら少しでも多くの方々に参加をしていただけるようなそんな対応を踏まえていきたい

というふうに思っております。 

これらの特にスポーツ関係運動関係の具体的な部分については施設管理を含め、教育委員会の

方が所管となっておりますので、後程これらの関係必要であれば教育委員会の方から具体的な展

開についての答弁をさせたいと思いますが、そういうこと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） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ただ今スポーツ人口の掘りおこしということで質問させていただきました。それに関連してで

すが、施設関係のことで関連ですので再質問させていただきます。 

町内には立派なスポーツ施設がたくさんあります。しかしまだまだたくさんの方々に有効利用

されているとは言えません。例えばですが、トレセンの第１トレーニング室。充実した各種トレ

ーニング機器が揃っていますが、利用者はそれほど多くはありません。逆に町外の方の利用が増

えている状況です。トレーニング教室や使い方の説明会をしてもっとトレーニングを身近に感じ

られる取り組みが必要ではないかと思います。そのほかにはテニスコート錦織人気にあやかって

テニス人口を発掘する取り組みですとか、プールに行きやすくする。これらの環境づくりなど町

内のスポーツ施設をたくさんの町民に利用してもらい、健康づくりに役立ててもらうことが大切

だと考えます。スポーツ施設の有効利用について、この点についてもお伺いしたいので、よろし

くお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でございますが、具体的なそれぞれの機器や運動施設での利用の状況と、そ

れからそれに対する計画的な整備または利活用の関係が入ってまいりますので、教育委員会の方

からの答弁とさせてよろしいでしょうか。そういうことで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） 

 ただ今の堀川議員からございました、施設の有効利用ということで、特にトレーニングセンタ

ーの第１トレーニング室。そしてテニスコート、プール等ということで御質問をいただいたとこ

ろでございます。 

まずトレーニングセンターにつきましては、年間で約総体で２万５千人ほどの利用をしていた

だいているところでございます。その中で第１トレーニング室につきましては、非常に人気の高

い施設ということで一番多いのはアリーナ部分でございますけども、その次に第１トレーニング

室が約年間で６千人ほどの御利用をいただいているところでございます。このトレーニング室に

は筋肉マシンですとか脂肪燃焼のための自転車エアロバイク、ランニングマシーンなどさまざま

な機器整備をしておりまして、年齢、体力、目的にあわせまして、それぞれトレーニングを行う

ことができる内容となっております。特に冬場につきましては屋内での利用ができるということ

で利用される方が多いということで混み合っているところでありますし、その辺につきまして機

器の整備も古いものは順次更新をしながら、町民の方が１人でも多く利用をしやすいような環境

整備ということで進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。またテニスコ

ートの関係ですけれども近年ゲートボールの方での利用をいただいているところでございまして、

昨年も７００名弱の方がゲートボール利用をされております。今年も先月網走ブロックの大会が

実施されるなどテニスコート全体で４コート分あるんですけども、そのうちの１面をゲートボー

ル場として高齢者の方中心に活用していただいております。本来テニスコートですので、そうい

った施設の利用っていうところで、近年テニス人口が清里町は減少していたところでございます

が、今年からは清里高校におきましてもテニスの授業が開始をされるということで使用される予

定となっております。そういったことで、その本来のテニスの利用に支障のない範囲でゲートボ

ール場としても大変利用者から、好評をいただいているところでございますので、夏場につきま

しては、そういったゲートボール場としての利用も今後も利用してもらうということで進めてい

きたいというふうに思っております。なお冬期間につきましてはトレーニングセンターの隣の体

育館におきましてもゲートボールは通年を通してできるということで、そういった高齢者の活動

の場を確保してまいりたいと考えております。 

また町民プール。こちらにつきましても昨年５月にオープンをいたしましたけども、昨年１年

間で約１万人弱の利用をいただいております。これは一昨年が仮で光岳小のプールを使っており

ましたので、平成２５年度との比較でいきますと、約２．３倍の利用になっております。その主

な理由といたしましては、当然施設も新しくなりました。期間も若干、前後１カ月ずつ伸びたと

いうこともございますし、教育委員会といたしましても先ほど議員もおっしゃったような各種年

齢層、あるいは女性の方、お子さんをお持ちの方等、それぞれにあわせて水泳教室、水中運動教

室等、多数開催をしてきております。そういったことで利用が伸びておりますので、これにつき

ましても、子どもたちの利用等も含めて増えてきておりますので、そういった事業展開も今後も

進め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いるところでございます。教育、

スポーツ施設全般につきまして、できる限り町民の方々の利用のしやすいようにということで、

今後も施設の整備につきましては、できる限り実施をしてまいりたいというふうに考えておりま
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して、教育委員会といたしましても健康づくりそういったところの一翼を担うということで、保

健福祉課とも協議しながら事業展開を進めてまいりたいというふうに考えています。以上でござ

います。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ただいま施設の有効利用ということで答弁ありました。いろいろな立派な施設があって、それ

ぞれ利用はされているということですが、新たなスポーツ人口の掘りおこしといえる観点から普

段スポーツをしていない方々に対する啓蒙活動ですとか、ＰＲ活動または器具の使い方ですとか、

間違いのないような怪我のないような講習会とかが今後必要になってくると思いますので、その

点よろしくお願いしたいと思います。また新たなスポーツ振興の掘りおこしということでは、体

育協会、スポーツ推進委員あるいは自治会の体育係などと連携しながらスポーツを通した健康づ

くりこれを積極的に進めていっていただきたいなとそのように思います。 

続きまして、食生活の改善と口の中の健康について再質問させていただきたいと思います。食

生活については本人の意識が一番ですが、それをサポートする相談指導が重要だと考えます。自

分では気づけない改善点をデータを基に改善していくこと。そのためには特定健診などの受診率

を上げて、食生活の改善指導を行い、生活習慣病を予防していくことが大切です。清里町の特定

健診の受診者は４００人前後で受診率としては３５％程度です。この受診率を上げるためには各

職場事業所と連携し、ガン検診、人間ドックを推進しながら、特定検診の受診率を上げていく取

り組みが求められます。農協の人間ドックも巡回ドックを合わせると毎年２４０人程度が受けて

います。受診者数などの情報は共有できているようですが、職場での実施状況を把握しながら、

さらに１歩踏み込んだ連携と受診を勧める取り組みが必要だと考えます。 

そして口の中の健康ですが、近年は虫歯よりも歯周病が問題となっています。歯周病が原因で

歯を失う人が増えているにもかかわらず、歯周病に対しての認識不足歯周病に対する適切なセル

フケアができていないという分析も出ています。今年度、町では新たに妊婦の歯科検診事業も始

まりました。カルシウム不足になりやすい妊婦さんにとってとても良い事業だと思います。しか

しながら、まだまだ一般の人たちにとって歯科検診は浸透していません。年に１回は検診を受け

て歯周病予防による口の中を健康に保つ体制づくりが必要だと考えます。各種健診事業をいかに

浸透させていくか。これについて、町の取り組みについてお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま食事の関係、そしてまた口腔ケアの関係、それとさらには特定健康診断またドック等
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の診断の関係全体を関連する中での健康づくりということ、さらに受診率の向上に向けた取り組

みという内容での御質問かというふうに思っております。 

まず食事の関係については、全体はそうですけども特に保健福祉課保健師さんの活動の中で、

それぞれ健康計画に基づいて進めておりまして、食事につきましても乳幼児期の離乳食から始ま

って高齢期の男性の料理教室までという一連の流れで、それぞれライフステージに合わせながら

食事からの栄養補給というようなことでの対応を進めておりますし、特に昨年から町内の飲食店

の協力をいただいてメニューの中に栄養成分を表示するヘルシーレストランというような事業も

展開をさせていただいておりまして、多くの方にそういうものに関心を持ってもらうというとこ

ろからスタートをしていかなければというようなことで今進めているところでございます。 

また歯や口腔ケアの関係でございます。歯というのは、当然食物を取り入れる。その一番最初

に来るところでございます。噛むことによって脳神経が刺激を受けて、体の健康に繋がっていく

というふうによく言われているわけでありまして、そういう人の成長を促す第１段目が食物の取

り入れがあるんではないかというふうに思っております。今清里町においても妊婦の方の歯科検

診を、本年から導入をさせていただいておりますし、また全国に比べても虫歯の発生率が清里は

わりと高いということもありまして、フッ素の塗布事業だとかフッ素での口腔のケアというよう

なものも実施をさせていただいておりますので、こういうような部分を通じながら、さらに医師

の方とも連携を深めてより濃密に対応ができるスタイルを考えていきたいというふうにも思うと

ころでございます。 

先ほどもありましたドックか何かの要は健診事業の受診率の向上ということでございますが、

案内のように、清里町ではミニドック検診や結核、肺がん検診また女性の部分ではレディース健

診というようなものも実施をさせていただいておりますし、特に網走脳神経外科においては脳ド

ックについての健診も定期的に行ってきております。基本的には脳ドックの場合は毎年新しい方

を優先いたしますが、全体として１００名の予算づけをしておりますので、初めての方が終わる

と、その次は３年以上経過した方が一度受けられて経過した方を、そこにランクを落として実施

をするようにしてきておりました。大体年１００人の予算に対して、ほぼ満額実施をさせていた

だいているというのが実情でありますので、これらについてもより多くの方々に健診を受けてい

ただければというふうに思うところでもございます。 

特定検診の関係ですが、これがなかなか厄介でございまして受診率がなかなか上がってこない

というのも実情でございます。この特定検診が一番最初に出たときには、腹回りの太さを測って

メタボだとかどうだとかという判定に使われるようなイメージでスタートをしたというような感

じもあったわけで、どうも腹回りを測られると、大抵の方々はメタボになってしまう。メタボイ

コール肥満だという感覚があるもんですから、どうしてもそこのところを避けて通るという方が

多いようでございますんで、これらの関係についても保健福祉課、保健師の皆さんとどういうよ

うな形で受診率を上げていくかというようなことで進めているところでもございます。基本的に

は先ほどありましたように職場関係のところに積極的な受診のＰＲをかけていくだとか、受診の

対象の方に個別に御案内を申し上げるだとか、またチラシだとかも個別にその案内のときに同封

をさせていただいてＰＲをして、それから各種のイベントとか特に重点的に行っているのは福祉

の祭典のとき保健師さんが前に出てきて、いろんな血液検査やら体重測定やらそれから肥満度検

査やらいろいろやっておりますから。そういう中での掘りおこしを進めているというようなこと

もございますんで、そういうような機会を多く捉えながら、少しでも受診率が上がるように町と
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しても進めていきたい。基本的には先ほども言いましたように、自分の健康は自分で守るという

ことでありますから、なんぼ口酸っぱく言っても、そこの部分が出来ていないとなかなか俺はま

だ大丈夫だということで元気に頑張っておられるのは良いんですけども、急にという場合もござ

います。そんなこともありますから、多くの方にまず予備健康を調べていただくというようなこ

とを積極的な事業の展開の中で進めていけるように、これは教育委員会のスポーツ関係もそうで

ありますし、また保健福祉のさまざまな健康づくりの取り組みもそうですし、また社会福祉協議

会の中でもいろんな取り組みを行っておりますのでそういう中においても、関係機関一丸となっ

た中で取り組みを進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。以上申し上げ、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） 

 食生活に関しては、食に関心を持ってもらう事業のようなものも進めていきたいということで

すので、ぜひそのへんにも力を入れて進めていただきたいと思いますし、各種検診事業もいろん

な場面で広報ですとか、チラシですとかあるいは郵送ですとかで、それぞれいろんな形で広報活

動はされておりますが、問題は健康に関心のない人をいかにして関心を持ってもらうかというこ

とにつきると思いますので、それが特定検診の受診率アップに繋がっているだとかということに

なっていきますので、言われましたように職場ですとか、地域、あるいは寿大学ですとか健康サ

ークルですとかこれらと連携しながら年に１回は定期的に健診を受けやすくなるような体制づく

りこれを進めていっていただきたいと思います。 

次に心の健康について。体の健康と同時に心の健康も非常に大切です。いつもにこにこして、

わくわくしながら生きていけたらこれほどの幸せはありません。楽しめる趣味を持ち、語り合え

る友達を持ち、生きがいを持てる生活が心の健康につながると思います。仲間やお友達とおしゃ

べりするなどコミュニケーションができる環境をつくる。これはなかなか町として取り組むって

いうことは難しいことではありますが、例えば健康講座などが終わったあとにくつろぎタイムを

用意してはどうでしょうか。ちょっとしたカフェのようなスタイルで飲み物を飲みながらおしゃ

べりの場を提供する出張カフェみたいなものはいかがなものでしょうか。保健センター、学習セ

ンター、トレセン、プールと人の集まる行事にコミュニケーションの場を提供する取り組み。例

えばですが、出張カフェみたいなものがあったら楽しいなと、そんなふうに思います。 

また生きがいとして家庭の中で役割を持つ。地域の中で自分の経験を活かせる活動を見つける

ことも大切だと思います。これはシルバー人材センターですとかボランティア活動に対する支援

応援も必要だと考えます。心の健康、これに対するお考え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） 

 健康管理の中でも最も難しい部分なのかなというふうに思っております。自分は本当に健康だ
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なと思っていても、やはり心の中でどこかひっかかるところがあるというような方もたくさんい

らっしゃるんだろうというふうに思っております。また清里町は全国に比較しても自殺で亡くな

る方が結構多いということをお聞きをいたしておりますし、また心療内科の清里クリニックの先

生から言わせますと結構悩んでいる方が多いですねという、そんなお話もお聞きをしたことがご

ざいます。そんなことですから、今お話がありましたようにやはり自分としての生きがいをしっ

かり持って目標を持っている方というのは割に順調にいくのかなと思っていますが、どうしても

いろんな部分で閉じこもりになってしまう、一人になってしまう、考えごとをしてしまうという、

そういう内向的な方においてはそういう傾向は大きく見られるというふうに思っております。 

本年から、保健師さんによりまして毎月定例の心の健康相談も開始をさせていただきましたし、

また先ほど申し上げましたように清里クリニックの院長先生は心療内科の先生なもんですから、

齋藤先生の方とも打ち合わせをしながら、今年は特に鬱についての講習講演をいただこうという

ことで準備を進めているというようなこともありますので、このような機会を通じながら、そう

いう心のケア健康づくりについての対応を進めていきたいというふうに思っております。人との

常につながりが持てて、自分の心を素直に表現できるとそういうような場所の提供も大事なこと

かなというふうに思っております。どういうような形で先ほど御提案をいただいたような出張カ

フェ的なものだとか、もう少し人が自由に集まれるとそういうような形だとかつながりをきちっ

と持てる形だとかいろんな手法があるいうふうに思っておりますんで、場所の問題もありますか

ら、いろいろこれらについては今後の課題として検討させていただければなというふうに思いま

す。いずれにしろ自分が心の病に気付かれるのが一番良いんですがなかなか気づかれない。周り

で見なければ解らないという場合もございますんで、そういうような方は必ず、心の中からＳＯ

Ｓを発信しているわけでありますから、そこをいち早くやはり我々も捉えて受け止めていけると

いうような形の中での対応ができるような、そんな手法についても、これから十分に検討してい

きたいというふうに思っております。そういうふうにふだん思われている方がいれば、いつでも

どんなときでも良いわけでありますから、保健師さんの方にちょっと電話で相談をしてもらうと。 

それから今年から２４時間健康サポートの方もやっています。あれはどちらかというと身体の

風邪を引いただとか怪我をしたとかっていうことですけれども、やはりちょっと自分の心をお話

しすることによって気持ちが楽になるとそういうことがございますから、そういうような部分を

つかまえながら、いろいろな部分で相談をいただければいうふうに思っております。具体的な対

策というのはなかなか難しいかなと思いますけれども、そういう機会を捉えながら、そういう人

方の発見を早くできるようなそういうような部分としてのとらえ方を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いうふうに存じます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ただいま心のケアという問題でお答えいただきました。そういう心の心配な人を見つける、見

守る・支えるといった取り組みが非常に重要なことだと思いますので、その点しっかり心のケア

に関してお願いしたいと思います。また生きがいを見つける取り組みとして楽しめる場所を提供

するだとか、なかなか行政として難しい場面ではありますけども、そういう場所は提供できるの
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かどうか等に関してもぜひ検討願えれば、そのように思います。 

命と健康は、結果は自分持ちということで、なかなか周りの人がどうですとか町がどうですっ

ていうのはなかなか大変なことではありますけども健康寿命を延ばすためにということで、今回

運動、食生活と検診。そして心の健康これらをポイントとして質問させていただきましたが、冒

頭に申しました今は全国平均よりも、６歳から７歳低い清里町の健康寿命を、少しでも長く伸ば

し、町民皆が健康で長生きできるように、この１０年間作成されました健康づくり計画を着実に

実行していっていただきたい。このように思います。加えて一番大切なことは、町民自らが健康

への意識を高めることだと思いますので、啓蒙活動はもちろん地域や職場と一体となった健康づ

くりを推進していただきたいとこのように思います。 

以上で私の質問を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） 

 ただいまの御質問であります。健康寿命と平均寿命のその乖離をいかに縮めていくかというこ

とが、これから大きな課題であろうというふうに思うところでありまして、先ほど来申し上げて

おりますように、清里町の健康づくり計画に記載をされております５つの方向性をしっかりと実

践に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

健康な体に健康な精神が宿るとよく言われております。やはり健康でなければ、楽しい人生、

生活を送っていくわけに参らないわけでありますから多くの町民の皆さんが、やはり清里町で本

当に住んでいて良かったと思われる、健康体でおられることが一番幸せなことであります。そう

いうような方向性に向けて、行政でもできる限りの支援と努力を続けていきたい。しかし、先ほ

ど来申し上げておりますように自分の健康はやはり自分が守るという意識づけがなければ、まわ

りがどれほどそれらの対応を考えてもなかなか前へ進んでいかないということも事実かなと思っ

ております。そうした意味においても、これから健康づくりのいろんな講座講演等を通じながら、

意識づけを高めながらさらに健診事業を充実をさせ、そして５つの方向性に向かったそういう取

り組みを進めていく、そういう考え方でおりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上であ

ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、堀川哲男君の質問を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

ここで昼食のため午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時３７分 

再開 午後 １時００分 
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○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を行います。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 改めまして、伊藤忠之でございます。まずは４月１４日に発生しました九州熊本地震で、被災

されました方々に対しまして謹んで心より御見舞い申し上げます。 

それでは先に提出しております一般質問通告書に従い、清里町の人口減少問題と地域活性化に

ついて町長に御質問させていただきます。ここ近年地方の疲弊により、全国的に、地方創生が叫

ばれている中、我が町も清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略を昨年度作成いたしました。日

程的にも十分な時間的余裕がない中で、この総合戦略を作成していただいて推進委員の方々、並

びに職員の方々に対しまして改めて感謝と敬意を表します。 

この清里町まち・ひと・しごと総合戦略とは、清里町総合計画に示されている町づくりのテー

マや基本目標を基に人口減少の問題対策に特化した施策や事業を数値目標とともに示す計画であ

ると、ここに謳っているところでございます。このことからもわかるとおり、地方創生に取り組

むにあたり最重要課題は人口減少問題をどのように改善していくのかということだと私は思って

おります。また、その改善策が自ずと地域の活性化につながっていくと私は考えております。 

町長は、この清里町における人口減少問題をどのように捉えているのか。また具体的な政策を

どのように考えておられるのか。さらには、そのことが地域の活性化につながると考えているの

かをお伺いいたします。以上、私からの１回目の質問とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の伊藤委員の御質問にあります、人口減少問題と地域活性化に対する町の考え方につい

てお答えを申し上げます。 

御案内のように、本町における人口については、昭和３５年をピークに今まで減少が続いてお

ります。またあわせて少子高齢化も進み、今後もこの傾向は続いていくと考えております。こう

したことから、清里町における今後の人口減少・少子高齢化へ対応するとともに、住みよい環境

を確保し、将来にわたって豊かで活力のあるまちづくりを推進するため、先ほどもありました昨

年１０月清里町まち・ひと・しごとの計画を策定したところでございます。あわせて、この段階

で清里町の人口ビジョンについても策定をさせていただきました。また昨年は第５次の清里町総

合計画の中間年度でございまして、後期５ヵ年に向けた計画もあわせて策定をさせていただいた

ところでございまして、今後の５カ年における清里町の活性化に向けた方策、将来についての計

画を定めたところでもございます。 

総合戦略に掲げておりますのは４つの項目がございまして、１つには「安定した雇用の確保」

そしてもう１つは「新しい人の流れをつくる」さらに「若者たちの結婚・出産・子育ての夢や希

望をかなえる」とそして４つ目は、「地域間の連携を強化する」と、これら４つの基本目標を踏ま

えた中での総合計画で具体的な対応をしていくべきものということでの計画の策定であったわけ

でございます。そしてこれらの具体的な施策を展開するために今年度新たに総合戦略の課目を設
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けた中での予算編成をさせていただきました。この中には、従前から実施をしてきたそれぞれの

施策事業、さらには今回の総合計画。そして、総合戦略であらわした新たな施策とこれらを含め

て計上させていただいたわけでありまして、総額１億３千７００万を超える予算の計上を見たと

ころでございます。 

新しい事業といたしましては、出産のお祝いに関する部分、また不妊治療に関わる支援の関係。

さらには民間の賃貸住宅の建設促進にかかわる支援の関係、そういうもろもろで新規１２事業を

掲載いたしました。また従前から進めております様々な施策それらを合わせますと３７の事業を

この予算の中で計上させていただいたところでございます。人口減少が進んでいく中で、これら

の事業を含めて町全体の施策が地域の活性化にしっかりとつながっていくように、今後も清里町

の活性化に向けた取り組みを積極的にこうした事業を通じながら展開をしてまいりたい。そのよ

うに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、１回目の答弁とさせて

いただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今、町長の方から丁寧な御説明があったわけですけども、この人口減少問題、町長もとても重

要な課題だと認識されていることが解りました。また町としても新規で１２事業、また従前と合

わせて３７事業さまざまな具体的な施策を行っていくということがわかり少々安心したところで

ございます。 

この人口減少問題に対する施策を考えるときに、最終的には大きく分けて移住定住の対策とま

た出生率及び長寿対策この２つが私は大きな柱になっていくと思っております。その中でも今回

は、移住定住対策に特化して再質問させていただきます。 

この清里町は、町長からの御答弁の中にもありましたが、出産、育児、子育て支援や教育支援

などの若者に対する支援。また高齢者や障害者などの生活弱者に対する安全、安心の確保に関す

る支援など、町民にとって住みよい町になるために各種さまざまな施策を行っております。この

ような施策に対し、町民の方々にお聞きしましても安心して生活できるとの意見が多く聞こえて

きておる状況でございます。このことに関しては大変喜ばしいことなのですが、実はこの施策な

どを広報紙やまた町のホームページ等に載せてただ広く周知を行っているだけでは、町外の方々

に移住定住に向け、この町の本当の良さを伝え切れていないと実感させられる出来事が実は今年

の冬に私はあったわけでございます。 

この清里町において、町内のさまざまな方々の協力のもと昨年度２回グリーンツーリズムとホ

ワイトツーリズムのモニターツアーが実施されました。私はホワイトツーリズムの方で参加協力

をさせていただきましたけれども、そこで出会った明治大学の教授や学生たちといろいろな意見

交換ができ、大変良い経験をさせていただいたと思っております。その後、学生たちからモニタ

ーツアーに関するアンケート調査が送られてきまして、ここにちょっとそのアンケート調査があ

るんですけれども、ちょっと一文抜粋していきたいと思っております。 

まず２０歳の学生からの意見ですけれども、この方、清里町にホワイトツーリズムで来られて、

いろいろ移住定住されている方々が何でこの清里町に来たんだろうという疑問を、もともと清里
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町が良いなと思っていたみたいですけども、どこにその最終的に決断をしたのかということを疑

問に思ったそうです。でその方々に聞いてみたときの文がいろいろちょっと書いてあるので、お

話させていただきたいと思っております。 

他の都府県から移住してきた方々に個人的に質問をしてみた。なぜ「清里町に移住しようと思

ったのですか。」返答に共通していたのが、「もともと清里町に何回か来ていてここに住みたいと

思ったから」である。答えを聞いたとき清里町ってすばらしいなと感じた。何回も来るというこ

とはそれだけ多くの魅力があるんだと。この方こういうこともおっしゃっております。「皆さんは

お気づきになっているでしょうか。町の方々の笑顔が素敵であること。町に関する質問をしたら、

大半の方が具体的数字を交えた形で、答えが返ってくること。町全体が温かい。住んでいる人が

町のことをよく知っている。これは当たり前のことではありません。自分の町の魅力は物だけで

はなく人にもあるのだと気付いてほしいです。」またこの方は２２歳の学生さんですけども、この

方も披露させていただきます。「清里町の何が一番よかったかと考えるとそれは人である。清里町

についてから出会う人すべてが魅力的だった。全員が温かかった。清里町の人は活力にあふれて

いる。また、この場所に来たいと思えるのは清里町の町に魅了されたから。もうひとつは清里町

の人に、また会いたいと思ったからである。」このような大変うれしい感想といいますか、アンケ

ートをいただいている状態でございます。 

今回は、このホワイトツーリズム７人によるアンケート調査だったわけでございますけれども、

この清里町の良さについて皆さまざまな意見が確かに書いてあります。しかし、全員が一致して

いたのは、雄大な自然のすばらしさと人の温かさこの２つでした。私が言いたいのが確かにさま

ざまな施策を行い、それをホームページ等で周知していくことも大切だと思っております。実際

にこの町に来てもらい、ホームページ上だけではわからない雄大な自然や人の温かさを肌で感じ

てもらい、この町の良さを知り好きになってもらうことも、同じように、移住定住には重要では

ないかということでございます。そのためにもグリーンツーリズムやホワイトツーリズム等の町

外の方々にこの町に来てもらって、知ってもらうという施策にもっともっと力を入れていくべき

ではないかと、私は考えておりますけども町長はどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でございます。昨年実施したホワイトツーリズム、またはグリーンツーリズ

ム等で多くの方々が清里にお見えになっております。そういう中からのアンケートをお聞かせい

ただいたわけであります。そういうふうに思っていただいているんだなということで、少しほっ

としたところがございます。 

特にその中でも前々からの話でありますけども、清里町の本当に斜里岳を中心とする雄大な自

然、これが高く評価をされているんだなということと、もう１つは子どもからよく言われている

んですけども、本当に清里は安心して住める。どこどこの町に行くと知らん人には声をかけては

ならんと。要は朝の挨拶もできない。そういう町があるんですというようなこともお聞きをして

おります。そういう面において人の心が温かいということは、やはり普段からそういう町の人と

人との触れ合いというものが評価されているんだなというふうに理解したところでもございます。 
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そういうような部分を踏まえながら、今後も、人そしてまた自然を清里の特性として捉えなが

らやはり進めていかなければならんだろうというふうに思っております。基本的に人口減少に対

する特効薬というのはなかなかありません。具体的に移住定住の施策を打つ、また産業振興の施

策を打つ、医療も大事です。福祉もしっかりしなければなりません。そして子育てをし、教育の

環境をしっかりしていかねばなりません。ですから、これという特効薬はないと思っております

が、トータル的に清里の町全体をそれこそ総合戦略なり総合計画に基づく広範な事業の展開と施

策の展開によって清里の魅力を少しずつ発信をしていくということより方法にはないんだろうと

いうふうに思っております。そういう意味におきましていろんな施策、計画にありますものを一

つ一つ町民の皆さんとともにつくり上げていかなければならないという思いで行政を進めてまい

りますので今後ともご支援ご協力のほどよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

以上申し上げて答弁に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） 

 今町長からご答弁いただいたわけですけども、町長のご答弁も十分に解っているつもりでござ

います。 

ただそのグリーンツーリズム、ホワイトツーリズム等、この清里町まち・ひと・しごと総合戦

略の中にもきっちりと謳っておりますので、この部分を勘案していただき、今後何とか、観光協

会等とも今まで以上により密に連携をとりながら、前向きにこのことを進めていただきたいとそ

のように思っている次第でございます。 

それでは、次の関連質問っていう形に移ってきたいと思っております。先ほどから申し上げて

おります。移住定住に関しまして、町外の方々がこの清里町を選択肢の１つとして考えたときに、

次に来る問題がやはり雇用の問題だとそのように思っております。いくらこの町の風土や人そし

て施策を気に入っていただき、移住定住をしたいと思ったとしても、雇用の場がなければ働く世

代の方々は移住定住に向けて、最終決断はできないとそのように思っております。 

昨年度議員研修で東川町を視察してまいりました。東川町は移住定住に対する施策をかなり重

点的に行っていて、ここ近年人口が増加に転じているそうです。ただこの東川町は近隣に旭川市

があり、雇用の場の確保につながっていることも要因の１つと考えられております。残念ながら

この清里町は、大都市圏ではありませんので、雇用の場の確保について独自で考えていかなけれ

ばならないわけですが、この雇用問題の対策について町長の考え方をお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問であります。清里町に多くの人を呼び込むという場合にあっても、やはりベ

ースになるのは生活の母体、これがしっかりなければただ人を呼び込むということにはならない

だろうというふうに思いますし、当然そういう方でなければ来られないというふうに思っており
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ます。たまたま今ありましたように、東川については旭川をバックに控えた中での施策をうって

いるわけでありまして、すみ分けをしているって言ったら失礼ですけども、自分の町でできない

ものは旭川市にお願いをする。そして自分の町は子育てに特化させるだとかそういうような手法

をとっているそういう町でもあります。 

本町においても、働く場を確保してあげるというのは非常に大きな課題でありますが、現状問

題とすると、なかなか産業経済をおこしながら、雇用を確保するというのはかなり難しい話では

ないかというふうに思っております。清里町の基幹産業であります農業を中心としながら、既存

の商工業、これにしっかりと軸足を置きながら進めていきたいと思っているところでありますし、

または今移住定住の関係でも空き家バンクの事業なども起こしておりますし、さらに今回は７月

２日にオープンをいたしますけども、情報交流施設きよ～るの場所が、やはり移住定住や観光振

興に向けた活性化の拠点施設としての位置づけでオープンをしていくわけでありますので、そう

いう部分だとか、またパパスランド道の駅そういう部分にも雇用の場を見つけながら、少しでも

道を開い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。 

そしてまた今回の地方創生の総合戦略の中で清里町版のハローワークというものを、計画をさ

せていただきました。要は働きたい人と雇用側とのマッチングをいかに進めていくかと。今も公

的機関としては網走にハローワークがあるわけですが、そこまでわざわざ出かけなくても清里町

内で一定のそういう雇用と求人の形がわかるというような窓口を開いていきたいということで計

画をしているわけでありまして、そういう中から情報が提供できればというふうに思う次第でご

ざいます。また今後の課題として先ほど申し上げましたパパスランドの道の駅やきよ～るの活用

によるところの具体的な観光ツアーの企画立案ができる場としての施設の活用を図りながら、雇

用を少しでも生み出していくようなそういうような方向方策も十分に検討を加えていきたいとい

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） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今町長の方からご答弁があったわけですけども、町長おっしゃるとおり、この件に関してはか

なり大変なかなか難しい問題ということは私も認識しております。先ほどの答弁にありましたけ

ども、一長一短でどうこうできるものでもございませんし、なかなか難しい問題ですがでもやは

り取り組んでいかなきゃいけないというところは大事だと思っております。 

例えばこの清里町まち・ひと・しごと総合戦略この中にもいろいろと雇用の問題の対策が書い

ておられますが、例えば人材バンクの設立ということがございますが、この部分に関してもなか

なか通年を通した安定雇用の場としてはいささかちょっと難しい部分も想定されます。また、今

町長のご答弁にも出てきました。清里版ハローワークの設立に関しましても、今町長おっしゃら

れたとおり人と仕事をつなぐ機関であって、そもそも仕事がなければこれは機能しないという部

分もございまして、なかなか難しい部分ってかなりあるなと思っています。ただ誤解していただ

きたくないのは、今こういうこと言いましたけれども、これらの事業は当然必要だと思っており

ますし、ぜひ進めていっていただきたいと思っております。ただ今後雇用の場の創出をすべて民

間に委ねても、民間自体も実はかなり疲れている状況でございますし、またこの清里町、近隣に
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大都市もございません。しからば大変難しいと思いますが、行政自ら勇気を持って積極的に雇用

の場を生み出すという考え方も当然必要になってくるのではないかと私はそのように思いますけ

ども、町長はどのようにお考えでしょうか。お伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 先ほど申し上げました、雇用の確保の面におきまして、今回の総合戦略の中で人材バンクだと

か、またハローワーク的機能ということで事業の展開をしてまいりたいというふうに思っており

ますが、御指摘のとおりこれは相手と相手を繋ぎ合わせるというかそういうような事業でござい

ますから、ここに雇用が生まれてくるわけではないということでございます。行政としても基本

的に民間活力をいただきながら民間の方々にさまざまな事業展開を行っていただき、それに対し

ていかにどういう形で支援をできるかというのが最も行政的な手法かなというふうに思いますが、

今、伊藤議員より提案のありました行政自ら雇用を生み出す。そういう施策もあわせてというよ

うな御質問かなというふうに思っております。 

基本的に今までも、町は各種の事業の掘り起こしを行ってきました。道の駅のパパスもそうで

す。それも雇用者が相当おります。それから変な話でありますけども福祉施設であります介護老

人保健施設、あそこには３０数名からの雇用が生み出されております。特別養護老人ホームもそ

うでありますが、法人さんが運営をされております。もともと建物については、当初の段階では

町がという増築はそれぞれお願いしておりますけども、そういう施設がありますし、また今回開

設しますきよ～るについても、その中の管理運営は観光協会でお願いをいたしますが、実質的に

はレストラン部門があったり、また特産品の販売部門があったりということでの雇用が起きてき

て、またそれ以外に本町の緑清荘だとか、また緑の温泉だとか、それぞれ指定管理事業を展開さ

せていただいて雇用を生み出してきているというものがあります。また準備を進めておりますケ

アハウス等についても、それができ上がれば１０名前後の雇用の場としても生まれていくという

ふうに思っております。全体としてそういう部分を使いながら、雇用の確保にもつなげていけれ

ばなというような思いでございますが、これは雇用ということよりも、それぞれの福祉施策だと

か観光施策だとか、また教育施策だとか、そういう中から必然的に生まれてきた雇用だというこ

とでありまして、それ以外でいきますとやはり地方の特産品として開発した焼酎工場についても

臨時の雇用の方はかなりおりますし、正職員も張り付いているということでありますから、そう

いう部分を踏まえながら、これからの対応についても行政でなければできないものをどういう形

でやっていったらいいのかという部分を含めて、今後とも議会とも十分相談させていただきなが

ら進めていければというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと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） 

 今町長の方からご答弁いただいたわけですけれども、確かにこの町には行政がある程度主体と
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なって行ってきたさまざまな雇用の場の確保とかが今までもやってきていると思っております。

また、それができているからこそ、今の人口の留まりと言いますか、おさまっていると思ってい

ます。ただそれは今現段階の話であって、先ほど町長もおっしゃられておりました人口ビジョン

の推計の方でもやはり人口が今後も下がっていくと。今までやっているからやっているよという

ことではなくて、今後の問題解決に対してさらにやっていかないといけないという部分が私はあ

ると思っております。移住定住の実現には、やはり雇用の場の確保も１つのセットとして考える

べきで、雇用の場がなければ移住定住対策は絵に描いた餅となってしまう恐れがあります。 

この清里町は基幹産業が第一次産業の農業です。この特色を生かして何か考えられないのかな

と。例えばですけれども、この町の基幹作物である小麦からできた清里産１００％の小麦粉を使

用した清里生うどんや清里生ひやむぎが、商品開発されました。もちろん町長も食べたことがあ

ると思っておりますが、とてもおいしく皆様から大変好評をいただき、清里町の特産になり得る

のではないかという状況でございます。しかし残念ながら、この商品は原料が清里産にもかかわ

らず町外で加工生産されているという状況でございます。もしこのような商品を、今後開発加工

生産できる施設を行政自らが創設し、町内の廃校した旧小学校跡地等を利用しできれば、本当の

意味での１００％清里産の商品として新たな清里町の特産品になり得る可能性があるのではない

かと。それに伴いまして町有施設の有効活用にもつながりますし、地域の活性化にもつながって

いくと。そしてもちろん大事な雇用の場の確保にもつながっていくと私は思っております。 

また他の案といたしまして、別の特産品に関連する話ですが、清里元気メロン等の蔬菜類に関

してございます。ここ近年生産者の高齢化や離農に伴い、残念ながら栽培面積や生産量が急激に

減少してきております。町長も御存じのとおり、この清里元気メロンは約３０年の歴史がありま

して、清里町特有の気候により糖度も高く大変甘くおいしいメロンと広く皆様に認知され、町の

特産品にもなっています。このままでいきますと、数年後には生産量も皆無に近い状況になり、

せっかくの栽培技術も途絶えてしまうのではないかと各方面の方々から聞こえてきている状況で

ございます。しからば、この栽培技術を生産者の方々から継承し、生産販売する施設を行政自ら

創設することで雇用の場の確保にもつながりますし、町の特産品を守り育てていくことにもつな

がり町にとっても有益ではないのかなと思っております。ゆくゆくはこの施設が美幌町にある新

規就農者の研修センターみたいな形になっていけば、人口増加にも繋がり、且つ地域の活性化に

もつながっていくというふうに私は思っております。ちなみに美幌町では、この研修センター設

立後１０数組の新規就農者が町外から移住しているそうです。 

この２つの例題と言いますか、案と言いますか、このことに関しては、この町の基幹産業の大

きな組織である農協等の助言や協力を仰ぎながら行わないと実現できないと思っております。１

０年後先、２０年度先を見据えた地域活性化のためにも町一丸となって、人口減少問題を考えて

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すか。お伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でございます。提案として２つの提案をいただいたわけであります。雇用の

場を、自ら確保する事業の中に提案をいただいた清里産の特産の元気メロンやまた小麦粉を活用
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した製品の開発と流通、そういうものをいかがなものかということでございます。私も発想とし

ては非常にすばらしいことだなというふうに思っているところでございます。ただ実際にこれを

手がけて販路まで行って流通にきちっとのせるということになれば、かなり色んな部分を勉強し

なければならないだろうというふうに思っております。特に農産物関係にあっては、農協さんを

中心としながら、やはりその中でどういうバランスをとっていくかということも非常に大事にな

ってくるというふうに思っておりますので、そこら辺、今後十分に検討させていただきたいとい

うふうに思っております。また小麦の関係は商工会が中心となりながら、新しい委員会をつくっ

てその中で清里のこの小麦を使った、今も若い方々がご当地グルメという形で虹色うどんを販売

しているというようなことありますが、それとはまた別な角度から、清里で製粉製麺をするとか

そういう部分を含めた中でどうやっていけるか。今、委員会が立ち上がったという段階でありま

すので、委員会の協議検討の内容を十分に判断させていただきながら、どういうふうな取り組み

ができるのか行政としてもともに考えていきたいというふうに思っております。 

先ほど来いろんな提案をいただいているわけでありますけれども、基本的に行政だけで何かを

やると言っても、これは本当に限られた中でしかできないというのは事実でございます。基本的

には農協だとか商工会だとか、観光協会、そしてまた、各種のいろんな関係機関そして実際にそ

れを動かしていただく、いろんな地域おこし団体。こういう方々との連携を強化しながら一体と

なって進めていくという形がとれなければ、そこの部分だけやったからそれで良いんだというこ

とにはなってこないというふうに思っておりますので、より実効性の高い事業の展開をという部

分に至っては、そこら辺もしっかりと連携をとることが、最も大事なことになってくるんだろう

というふうに思っております。先ほどいただきました御提案等についても、どういう形でもって

いくことができるのか、より具体的に関係の方々とも協議検討させていただければというふうに

考えている次第でございます。 

以上、申し上げ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） 

 大変丁寧なご答弁ありがとうございます。今までは行政自らが何か雇用の場の創出を目指して

とお話しさせてもらったんですが、最後にちょっと町長にお聞きしたいなということがございま

して、実は道内の情報雑誌というものがございまして、この中にちょっと出てきているある企業

についてちょっと目にとまったものですから、これに関連してお伺いいたします。 

この企業、北見市を中心にオホーツク管内また江別市とかそういうところで、福祉施設を運営

する企業でございます。今年の４月に津別町の廃校になった本岐小学校の校舎を小規模多機能ホ

ームとしてオープンさせた次第でございます。これは介護だけではなく地域住民の憩いの場とな

ることも目指しているそうです。この会社おもしろくて、この５月の１日には管内を飛び出しま

して、根室管内標津町の方でグループホームを手掛けて立ち上げたそうです。またこの会社、介

護等だけではなく障害者の就業支援等も行っているそうです。今回のこの津別町本岐小学校跡で

やっている事業は、デイサービスまた介護職員の訪問サービス、ショートステイ等々を行ってい

くそうです。この会社の考え方なんですが、まずは、北海道を福祉王国にしたいと。そして廃校
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になった学校の再利用方はどの市町村にもある課題だと思っている。地域コミュニティの核とな

る施設であり福祉施設に限らず、芸術的な使い方などいろいろと考えられ、積極的にいろいろ提

案していきたいと。このような会社があって、町長、もしかしたら知っておられたかとは思いま

すけども、私ちょっとビックリしまして、こんな会社があるんだなと。 

前回、１２月の定例会の時に出たんですが、旧新栄小学校及び旧江南小学校の跡地利用有効活

用に関しまして、町内町外公募をかけたという事案があったと思います。それに関して、町内で

すねなかなか応募がなかったという状況だったと思っております。こういう会社があるなと解っ

たときに、私ふと思ったのが確かに公募をかけてだれかに来てもらう。企業誘致をする、誘致と

言うよりも来てくれるのを待っている。これだとなかなかやはり難しいのかなという部分もちょ

っと思いました。確かに町外なり外部になっていくとそれに対するリスクも高まっていることは

重々承知です。ただここの企業がなぜ津別町に選ばれたかというのは津別町の中で他のところで

この企業こういうことをしているらしい実績があるそうです。だからここの企業なら安心して任

せられるということだったそうです。こういう情報を見た時にやはりただ企業誘致に対して待っ

ているだけではなく、自らアンテナを伸ばして情報を自らつかんだ状態で積極的に、こちらから

逆にそういう会社を見つけてうちの町はすごく素晴らしいんです、自然環境も素晴らしいこうい

う施設がある、こういう施設のある程度貸し出せるというような売り込みというんですか、町長

自らトップセールスなんてもう最高だと思いますけども、そうようなことも今までやってこられ

たのか、またもし仮にやってこられていなかったら、今後それも検討していけるのかどうかちょ

っとその辺お伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の質問でございます。津別町の本岐小学校を使った小規模の多機能型の福祉施設という

ことで、企業の方が建設運営をするということでございますが、清里町の廃校を活用した部分に

ついては、以前にも御質問いただいておりますように地元団体で活用する道がないかどうか改め

て調査をさせていただいたわけでありますが、具体的には手の挙げた団体はないという状況であ

りますんで、これからいろいろ具体的にどういうふうにそれらについての活用を考えていくか。

場合によっては、年数がもうちょうど５年経ちますんで、いつまでも置いとくことにはならない

ということにもなってまいります。一部早く壊すなら壊してしまった方がっていう御意見等もあ

りますが、１回壊してしまうとゼロになりますから、使えるんであれば何か良い方法というよう

なことを考えていくこともございます。そういう部分を含めて、今後さらに内容を詰めていきた

いというふうに思っているところであります。 

多分、今回の津別さんの部分もやみくもに進出してきたわけではないと思うんです。相当なニ

ーズ調査をやって、いけるぞとふんだからこそ来たというふうに私は思っております。ですから

たぶんそういうような会社というのは、各町村のそういう物件を、くまなく調べて最も綿密なニ

ーズ調査をした上で、よしここだなということでやってこられているというのが事実だというふ

うに私は思います。そういうようなことからいけば単純に誘致がされたもんではないというふう

に認識をしていかなければならんというふうに思うところであります。 
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ただ我が町としても、ただ指をくわえてということではないというふうなことで考えておりま

す。もしそういうような話があるとなれば、積極的にお話を聞いて、実際に町で受け入れること

ができるのか対応できるのかという部分も含めてやっていかなければならんというふうに思って

おりますし、今、町内の部分でも先ほど一件もなかったということですが、１件ちょっと話がで

てきていると。それが期間過ぎてからの話しだったみたいです。そういうこともありますし、ま

だ全然関係ない方からも、実はあそこ使えないのかなというような話もちょっと出ております。

これはスポーツ施設とか云々ではなくて企業的な感覚の部分でありますが、そういう部分も内容

的にもし具体性があるんであれば、しっかりと受けとめて町としてどういう対応ができるのかと

いう部分を含めて、今後検討を加えていければなというふうに思っている次第でもございます。

いずれにしても企業さんが入ってくるとかいうことになれば雇用が増えてきますから、そういう

部分では本当にありがたいなというふうに思っておりますが、ただし一面企業の場合は、経営が

成り立たなかったら明日からでもすぐいなくなるという課題もありますし、財産を処分したら、

その財産がそこに伴って一緒にどこへ動いていくかわからないという、ちょっと不安な面もあり

ますから、できれば町内でうまくおさまればいいのかなというふうに思っておりますけども、前

段に申し上げたようにそういうチャンスがあるんであれば、積極的な展開を考えていきたいとい

うふうに考えるところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今私が述べました新しいその企業誘致の形で、これも今町長おっしゃられたとおり、そういう

ことがもし実現できれば、雇用の確保っていうことにつながります。今町長もおっしゃられまし

たけど、確かにリスクもありますけども、そういうのもいろいろ勘案しながら今後も進めていた

だきたいというふうに思っております。 

また最初の方の話に戻りますが、先ほども述べましたけども、今回のこの人口減少問題、雇用

の対策大変難しい問題だとは思っております。しつこいようですけれども、移住定住促進への取

り組みが絵に描いた餅にならないように雇用問題を１つのセットとして考え、本気で行政が１歩

踏み込んだ取り組みを行い、先ほど町長もおっしゃられていましたけども、各関係機関と連携を

とりながら、町一丸となって、この人口減少問題の改善に向けての努力を進めていただきたいと。

そのように切に申し上げながら、私からの今回の一般質問を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） 

 今回の御質問をいただきました人口減少を踏まえた中での地域の活性化対策でございますが、

人口をいかに減らさないかというのは本当に大きな課題でありますし、またそれに向かった今回

のまち・ひと・しごと地方創生の総合戦略であります。そのために、この計画を立てる前段とし

て人口ビジョンを立てさせていただいたわけであります。先ほどもお話をいたしました徐々に減
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ってはきておりますけども、この減る速度を、いかにゆっくりと持っていくかというのが我々の

使命かなというふうに思っているところであります。そのためには一つ一つの施策だけでは、こ

れはもう到底成り立っていかない。あくまでも全体の総合的政策の中で人口問題を捉えていき、

そしてそれに減少に歯どめをかけていくという考え方で進めていかなければならんというふうに

理解をしているところでございます。先ほども言いました特効薬はありません。ですけれども、

それに向かった最大の努力を全施策挙げて進めていくということでありますし、それに向けて多

くの方々が、移住定住で清里に足を向けてもらおうというためのＰＲ活動についても進めていか

なければなりません。幸い今は昔と違います。ＳＮＳネットがありますから。そういうネットも

十分に使わせていただきながら、清里のホームページもしっかりと管理をしながら進めていけれ

ば、そういうような方向性も見えてくるんではないかというふうに考えておりますので、御理解

をいただきたいというふうに思っております。 

いずれにしても本当にこの清里町に住んでいる方々を含めて良い町だなと言ってもらえるよ

うな町づくりをみんなでともに進めていく、これがキーポイントになると私は理解をしていると

ころでありますので、これについてもご理解を賜りたいと思います。 

以上申し上げて答弁に代えさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、伊藤忠之君の質問を終わります。次に河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 それでは町長に質問させていただきます。介護施設の待機者改善について伺います。 

介護は今後共に未来への必要な事業でありまして、町長の方針の中にあります、住んでいてよ

かったと思える重要なことの１つと理解しております。この介護老人保健施設きよさとと特別養

護老人ホーム清楽園の２つの介護施設が動いておりますけども、共通した待機者が約１２０名以

上という数字が出ております。これは時期によって若干の数字はありますが、過去ずっと３けた

が続いておるわけですけれども、このうちの町内待機者はほぼ５０名前後で動いているというの

が現状であります。広域っていうこともありまして、町外の申し込みっていう部分もかなりの件

数がある。ただ私どもは、町内の待機者をどうするんだということが重要なことだと理解してい

ます。 

現在建設計画に入りますケアハウスは、少しの見守りで生活できること・自立を尊重した施設

軽費老人ホームとなっていますが、現在の待機者にどういう改善があるのかっていうことについ

て、町民も多少待機の部分の受け皿としての期待も持っていらっしゃいます。この辺の若干の温

度差が町民との間にあるかなという気持ちでいます。 

また特定施設入居者生活介護の指定を受けるということで進んでいるわけですけども、ここで

外部委託と介護保険上で居宅サービスという形で受ける施設と聞いて理解もしております。この

施設ができることで、清里の介護はわずかな見守りで健康に生活できるっていうこと。既に動い

ていますリハビリを含め健康を取り戻す、老健の部分。終の棲家の特養の清楽園の３施設が連携

されれば、まさしくこの町の理想的な介護施設の運営になるかと思います。この理想的な介護施

設、これはあくまでも連携が非常に重要な部分になるかと思いますので、この辺の考え方も教え

ていただきたいと思います。 
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介護度は、いずれにしても重くなります。軽くなっていかない。残念だけども、老健の中で元

気になってまた普通の生活に戻れるよっていうのは、本当にまれなケースなんだろうと思います。

老健の中で元気に動けて、今できますケアハウスにまた戻って来られるというのが理想なのかな

とは思っていますけども、いずれにしても、介護度はいずれにしても重くなる。特養の役割は非

常に重要な役割を果たすことと理解しております。この特養の清楽園の直近の数字ですけども、

広域型は４０名、密着２０名の６０名、６０床になっておりますけれども、その内清里町の方が

入っているのが、４４名が入居されている。これが直近の数字になっています。この老健から、

清楽園にっていう３以上の方の動きというのはやっぱり少ない。本来ここはそれなりの介護老人

施設から介護３以上の清楽園への１つの流れが必要になる。将来はこのケアハウスっていうのは、

その３施設にうまく連携されての形が非常に理想なんだろうと思っております。特養より先には

受け入れ先は無いわけですね。あくまでもこの特養の先の増床ということも念頭に置かなきゃな

らないのかということも踏まえまして、現在の待機者この改善のために、ケアハウスがどういう

役目を果たすのかということと、最後の見守りを行う清楽園の部分の増床が必要になってくるん

ではないかというこの２つについてお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは河口議員の介護施設の待機者改善について、ケアハウスの期待と役割、それと介護施

設の増床についての御質問にお答えを申し上げたいと思いますが、初めに介護保険施設の待機者

の状況について申し上げたいと思います。 

清里町には、介護保険施設として定員が６０名の特別養護老人ホーム清楽園。そして定員７０

名の介護老人保健施設きよさとが整備をされております。入所の対象となる方については、特別

養護老人ホームは平成２６年までは介護区分の要介護度１以上の方でございましたけれども、制

度改正がありまして、平成２７年からは要介護度３以上の方の入所という施設になります。また

介護老人保健施設きよさとにあっては従前から介護度１以上の方の入所と、これについては変わ

っておりません。各それぞれの施設における入所の申し込みの状況でございます。特別養護老人

ホームにおいては、この５月の２６日現在ではありますが、１３０名となっております。そのう

ち清里町の町民については４６名。それから介護老人保健施設きよさとにおいては６月６日現時

点での数字でいきますと１４４名。うち清里町民は６１名というふうにお聞きをしているところ

でございます。しかしそれぞれの施設において、実際に空きが出た時に入所の調整委員会におい

て調整が行われるわけでありますが、実際に入所を希望される方というのは登録されているんで

すけど、４人から５人に１人というのが現状であります。というのは、将来のために、登録だけ

はしとくと。そしてそこに空きがあったけどもまだまだ私は元気だから、後でいいですよという

形になられているということが、この数字の実態ではないかなというふうに思っておりますので、

実質的な部分での待機者というのは先ほど申し上げた数字から見ると相当低いというふうに捉え

ても間違いではないだろうというふうには思っております。仮にそうした中にあっても入所を希

望されてもやはり今すぐは空きがないということで待機を余儀なくされているという方もござい

ますから、こういう場合においてはケアマネージャーが中心となって介護保険施設または病院な
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どとも連絡をとりながら、ショートステイまたホームヘルパー等の利用によって、入所までの間

の介護サービスの調整を行っております。こういう意味においてバックアップ体制は一定程度整

っていると考えているところでございます。 

そこで先ほどありましたケアハウスの期待と役割でございますが、現在整備に向けて準備を進

めておりますケアハウスにつきましては御案内のように介護保険制度ではまだ自立というふうに

判定される軽度の介護サービスによる方々を中心としているわけでありまして、要はちょっとし

た見守りがあれば、自立した生活ができる方々を中心とする施設として今回設置をするというこ

とでございます。ただし一旦入所されますと、これは住宅でありますからショートステイだとか

デイケアだとかそういう部分で一時的にそこに入られる施設とは違って住居としてお住まいにな

られることでありますから入っておられるうちに、だんだん年で時間の経過とともにやはり要介

護度がついてくるという場合がございます。そういう場合においては、それらに対応するような

形をとっていくというのが実態かなというふうに思っておりますし、また一定の介護度がついて

くる施設でのやはり外部サービスを求めながらというのも厳しくなってまいりますので、特別養

護老人ホームなり、また介護老人施設そちらの方へ移動になっていくということになります。た

だ、先ほど言いましたようにすぐ移動ということになっても空きがなければいかないということ

もありますので、その区間においては一定のサービスを提供しながら、そこで空きが来るのを待

つというような形になってくるものというふうに思っておりますので、先ほどちょっとお話があ

りました老健施設、それから特別養護老人施設、そしてケアハウスとの一体的な部分での実態論

としては、そういうような運用の仕方についても一定は考えていかなきゃならんというふうに思

っているところであります。 

ただし、本来のケアハウスの設置目的は先ほども申し上げましたように、最初からそれを目的

とする訳でなくて、あくまでもちょっとした見守りがあれば、その中で自立した生活ができる方々

を中心とした入所施設、要は高齢者住宅であるというふうな施設の扱いでありますので、そこの

ところについては、原則論と実態論としての対応をしてい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。また先ほどちょっとありましたように介護度が上がっていくと、

その施設を動いていくということではありません。あくまでも老健施設は１から今の基準でいけ

ば介護度１から５まで一番上までの方々を受け入れる施設となっています。ただ特別養護老人ホ

ームにしては制度が変わったものですから、当時は１からずっとそこまで良かったんですが、今

現在においては介護度３以上の方でないと、新規には受入れができないということになりますの

で、それはそれで介護度３以上の方を受け入れていただく。それから老健施設については１から

必要に応じた中での受け入れを行っていくという形になってくるかと思います。また、ケアハウ

スについては基本的にはその部分を外れますけれども、住まわれているうちにそういうふうにな

ってきた場合については、入所希望を出してもらって、そちらの方に空きが出たら動いていくと

いう形で整理がされてきますんで、この３施設が一体となった連携をした施設として運用ができ

るというような形で考えていかなければ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回目の答弁にさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 
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○３番（河口高君） 

 今答弁いただいた内容については、過去の委員会の中でも十分説明いただいていると。また昨

年１２月のときのケアハウスの計画について短時間でありましたけども、その辺の答弁はいただ

いている。あえて今ここで私が待機者の改善にこの施設がどうやって関わってもらえるのかとい

う部分の期待感が、町民の中の声に多くを含め、私も痛切に感じているのがあるものですから、

あえて今回、この質問におよんだわけです。 

以前にこのケアハウスの５０床で基本計画が進められて、この後、実施設計の予算がもうスタ

ートするわけです。さてこの５０床について、ちょっと参考までに答弁いただきたいんですけど

も、５０床の設定はどういうところ出てきたのかということについても従来委員会の中でもお話

いただきました。昨年資料の中で清里町の介護実態ということでいただいております。まず、６

５歳～７４歳で６５６名、これは２７年１１月ですね、７５歳以上が８４６名で、計１千５０２

名。この中で、介護を受けているという方が１１９ですか。ですから１千１９３という人数が介

護を受けないでとりあえず生活をしているんだということの内容なんだろうと思います。 

その中で介護指定を受けている人数の中で５０っていう数字と経営っていう数字の中で５０

が出てきたんだろうと思いますけども、この辺について若干もう一度聞かせていただければと思

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 現在準備を進めておりますケアハウスの規模の関係でございます。今議員がおっしゃられまし

た、まさにそういう経過の中で、今回５０床ということで設置準備をしたものでございます。基

本的にお年寄りの人数とそれに対する全体的な介護度の取得度の割合。そういうものを推計して、

かつ経営的にもどういうスタイルが好ましいかという部分を含めた中で、今回５０床に決めさせ

ていただいたものでございますので、そういう方向性の中で実施設計に入って参りたいというふ

うに考えている次第であります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 このケアハウスが自立、ちょっとした食事の手助けをすれば生活が出来、しかもその施設から

いろんな行事に参加だとかいうことが理想として掲げられております。また当然この中で介護度

が上がっていく現実。私どもも、昨年１１月に先進地であります深川、北広島ここでの施設を見

させていただいて、いろんな話を聞いてきております。また現実に北見管内、網走管内のケアハ

ウスも何点かあって、その内容についてもいろいろ調べさせていただきました。あくまでも３０

床の中で、特定施設指定生活介護は受けてない西興部さん、滝上、湧別、訓子府さん。それぞれ

あるわけですけども、その中で聞かれているのは、やはり介護度が上がってくる、でもやはり生

活特定施設入居者生活介護の指定をやっぱり受けないとちょっと大変ですということが実態であ
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ります。それはなぜかというとやはり入っている方がやはり介護度が上がってくるんですね。そ

れともう一つはやっぱり外部委託で動いているのも現実でありますけども、この生活介護の指定

を受けて外部よりヘルパーの介護サービスが受けることができるという施設で、このケアハウス

はスタートするわけです。ということは、介護についても見守れる仕組みで動くっていうことの

現実を踏まえた時に、さあ今の待機者、全く自分で自立できるっていう人だけがそこに入れると

いうことじゃなくて、まだまだ１年２年３年ある程度介護が進んだ時に当然同じように介護が進

んだ時点で入れるということは、今の待機者もどこかで入れる可能性はあるんで、最初の建前は

ケアハウスは違いますよ。この施設がこの土地で住んでいると思える施設からやはりスタートす

るべきなんだろうと思います。 

この辺の中で１つは今あるニーズは元気なうちに入って介護が上がってきても、見てもらえる

よっていう部分に一番問題点が残るのかなと私は考えております。そこでこの施設の中で一番５

０床っていうこの５０の数字なんですが、北見、網走、これは参考にならないんだと思います。

その辺の人口比からいうと、この５０床については、網走、北見は別として、やっぱり参考にな

るのは佐呂間さんの５０床なんだろうと思います。佐呂間ってどういうことで運営しているかっ

ていうことも、現場に行って確認させていただきました。そうするとスタートは、やっぱり３０

床からスタートしていき、当然介護が進んでいく中、ケアハウスという形で見守りながらって言

いながら、介護が進んでいく中で２０床を増やした。これは３年ぐらい前だろうと思います。で

５０床になっています。５０床で現在どういう運用をされているかというと夜間の介護職員が７

名、臨時で昼間２名、合計９名の介護職員を抱えているんですね。当初の清里のスタートの内容

じゃないんですね。現実に５０という数字が、どんだけ重い数字なのかっていうのは施設で十分

見えてきました。他の施設はやはり３０床なんですね。３０床で４人で回して、外部からのヘル

パーを利用していると。清里は５０でスタートするときに、本当にこの５０が当初の計画の形で

進んでいくのかなっていう疑問で、現実に実施設計が現実にスタートする。これで良いんだろう

かっていう不安が非常に実際の運営を想定した中で進んでいくのが第一歩で、どういう運営設計

をされているかということが先に必要なことなんだろうと僕は理解しております。介護職員がそ

れだけで、本当にこの５０床は大丈夫なんだろうかということを再度町長に伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 今般準備を進めているケアハウスにつきましてはケアハウスでありますから、原則的には、ち

ょっとした見守りがあれば自立した生活を送れる高齢者の方々の居室として整備を住宅として整

備をしていくということでございます。 

ただ今お話ありましたようにやはり高齢者が入所されるわけですから、年数とともに、介護度

がついていく徐々に上がっていくということは当然想定されますし、またその前段からも１、２

の程度の方々については、よく判定がわからなくて入ってしまうというのも現実論としてあるだ

ろうというふうに思ってますんで、最初から特定入居者の生活介護の指定を受けながら進めてい

きたいというふうに考えております。 

ただ目的は、老健施設だとか特養施設と設置の方が違ってまいっておりますので、きちっとや
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っていかなければなりませんが、現実対応もできるように行政としては考えなきゃならんという

ような思いでおりますので、お話がありました特定入所者の生活介護の指定施設としての指定は、

町は当初の段階から受けているということで進めていきたいというふうに考えております。 

それから佐呂間の場合の規模の関係でありますが、先ほども規模の関係については、清里町の

老人施設それから老人の方々の人口の推計、それらのものと経営的な部分で一定の部分が必要に

なってまいりますので、そういう部分を含めて５０部屋を用意するということで、広域型の施設

として運営をしていきたい。ですから当然清里町内のそういう該当する方々はもちろんでありま

すけれども、町外からの受け入れも含めていきたいということであります。５０床ですから実際

運営してみると一気に５０床埋まってスタートができるのか、ある一定の期間がやはり５０床ま

ではかかるのか。これもこれからやっていかなければならないというふうに思っておりますけど

も、我々としては一日も早く満床になることを期待しながら進めていければ思っております。た

だ、先ほど言いましたように５０床です、議員さんの心配されているとおりでありますんで、我々

としても最大の努力をかけながら広域施設としてのメリットを生かし、そしてまた特定入居者の

生活介護の指定をいただきながら、そういう段取りを進めていきたいということで、今準備を進

めているところでありますのでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の答弁のとおり十分理解して質問をさせていただいているつもりであります。この５０床、

広域型という形でスタートです。ただ町内については、これから介護が上がっていきますよ、生

活介護指定を受けていくわけですから、それは２年かもしれません。３年、４年、５年になると

当然介護の方が出てくるわけです。特に介護生活の３年後、あるいは５年後を町長ぜひ想像して

ほしいんです。その世界の中で、当然介護をしていかなきゃいけない。それがこれから未来へ続

く何１０年と続く、この施設の中の３年５年先を想像してみていただきたい。そのときに、介護

１の方はまだ見れる、介護２でもこの方はみれるだとか、いろんな判断基準があると思うんです。

その３年後を想像したときをスタートだと思っていただければ、この施設がスタートにあたり、

住んで良かったと思える人１人、２人でも少しでも多くあるんではないのかなというのが私の思

うことであります。 

先は見えています。そういう結果になることはみんな解っている。解っていることだったら、

そこでスタートできないんだろうかっていうこと。そういう選択肢もどうしてゼロなんだろうか

っていうところを少し心配しているところであります。 

これから実施設計にあたるわけですけども、その実施設計にあたってしたら、運営母体はどう

いう事業者になるんだろうか。どうやって進んで行くんだろうか。その詳細についてどこまで済

んでいるのか、お聞かせいただきますでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ケアハウスの入居にかかわる問題でありますけれども、基本的には原則論がありますから、そ

れに基づきながら、実態論も踏まえながら進めていくということで御理解をいただければという

ふうに思っております。またこの施設の管理運営の考えでありますけども、基本的には、町内の

福祉法人の方々に対してお話をしているわけであります。まだ正式な文書を持ってということで

ありません。これから具体的な文書をもって公募をかけていきたいというふうに思っております。

基本的には清里の福祉法人を対象とする公募をかけ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。予定としては、７月、８月で公募期間を求めていきたいというふうに思っておりま

す。また９月には決定をし、実際に実施設計が入ってまいりますんで、そういう部分を含めて、

共に内容を精査できるようなスタイルで進めていければということで、今考えているところでご

ざいます。このスケジュール感を持って進めていくように対処をしてまいる所存でございます。

以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今後の実施設計に向かうスケジュールでありますけども、どういう形で運営してっていうこと

が非常に大事な部分なんだろうと。こういうふうに運営していくという仕組みの中で、初めて本

当の実施設計というのが初めるべきなのかなと私は思っています。器、その他全部決めました、

これは行政で決めたから、ここで運営してください。ということじゃなくて、先に運営母体とな

る中でいろんな知恵とそれを勘案しながらつくっていくっていうのが、これは１０年だけの建物

とかそういうことであれば、それで結構なんですが、これから未来へ続くこの施設をできるだけ

どういう形で効果的にしかも本当にここで住んでいて良かったなという方が一人でも多くできる

施設にするためには、まだまだ詳細の運営母体を含めて、運営方法についてまだまだ詰めが必要

なのかなという気はしております。 

さらに先ほどそれこそ５年先をイメージしていただきたい。それを想像していただきたい。そ

のときにこういう方は無理ですよっていう選択肢の介護の方が現実にいる施設、その中にいるん

ですよということの現実を想像した時に、建前論のケアハウスはこういう形でスタートしますじ

ゃない方法も再度この辺について、検討できるのか、全くできませんということなのか、その辺

もう一度町長に伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ケアハウスの実施設計にかかわる課題でありますが、この関係については既に一昨年に基本設

計で、大まかな考え方が示されたところでございます。それをベースとしながら、より具体的な

実際の運営に当たって施設の設計ということで、これから取りかかっていくわけでありまして、

先ほど申し上げました運営母体をなるべく早く決定をしながら、その中に一緒になって運営管理
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のスペシャリストですから。そういう方々と設計に携わっ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。 

まだまだ実質的に実施設計に今年度いっぱいかかりますんで、そういう中でより具体的な詰め

ができていければというふうに思っているところでございます。 

また実際的な運営にあたっての介護度との関係であります。これも先ほど来何回も申し上げて

おりますが、基本的な制度がありますんで、制度は制度として、しっかり我々も認識をしていか

なければならない。ただし、現状は現状としてのやはり地域としての扱いもあるわけであります

から、その中で可能な限りその３施設が一体的な形の中で、連携を取りながら動けるという部分

をしっかりと担保しながら、進めていければというふうに思っているところでございまして、何

回も申し上げておりますように、特定入所者の生活介護の指定も最初から受けておきますから、

そういう中で全体の回しをやっていく。ただ当初の入所の段階で介護施設ですということではあ

りませんので、あくまでもそこのところを精査しながら進めていきますが、どうしても緊急避難

的に入れなきゃならんという場合も、これは現実論としてないとは言えないわけでありますし、

そういう部分についてはそういう中で、しっかりと対応していければというふうに思っておりま

すので、ご理解をいただければいうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 緊急避難的なことっていう中で、若干のわずかながらの望みはあるんだという理解をさせてい

ただきたいと思います。 

網走管内の件なんですが、津別も３０床でここは生活介護を受けないけどもヘルパーを受けて

います。待機者も約３０名おる。この中身も３分の２が要支援、要介護の人数は３分の２になっ

ています。他の施設もみんな介護が必要な人が、すべてです。北広島もそうです。深川もそうで

す。現実はそういうことなんだということを踏まえて、その緊急避難という拡大解釈をしていた

だけることに期待をひとつもって、ケアハウスについての質問は終わらせていただきますが、１

つ、このほかの施設の中で動きとして入居の希望の中が入る・入らないっていうよりも、なかな

か本人が入りたくないっていうケースが非常に多かったんですが、最近は家族に迷惑をかけられ

ないから機会があれば入りたいということで、特に佐呂間さんは待機者が増えたということで聞

いています。家族になんとか迷惑かけない、入れる時に何とか入ろうという形で、待機者が増え

ているっていうことも現実のようでございます。 

当初の質問の中で特養の増床、老健も含めまして、特養の見守りがここより最後にみるところ

がないわけですけども、この特養の部分について質問をさせていただいていますので、このへん

の答弁も一緒にお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 入所の関係でありますけれども、先ほど何回も申し上げておりますので、失礼かと思いますけ

ども、基本的に要介護度がついた方でも明らかに介護がついていますよっていうのはまず、ちょ

っと置かなきゃならん。ただし要支援はまだそこまでいっていませんから、基本的にはちょっと

した見守りがあればというのは、そこの位置を言いますので、そこのところを中心としながら、

入所をこのケアハウスの中では考えて、ただし場合によっては、ちょっとが、もうちょっとの場

合もありますから、そこらへん臨機応変に取り組みを進めていかなければならない。一線をぴし

っと引くことはなかなか難しい、逆に言えば引けられないというのもあるかというふうに思って

おりますので、そういう中で取り扱いを進めていければなというふうに思っております。 

それから後段にありました特養施設の関係、これは増床の関係で、基本的には清里町の全体の

定数というのは、老健と特養と合わせて１３０床あって特養が６０床ということでございます。

この割合は、特養の法人側でどういうふうに考えておられるか、ちょっとまだ具体的にそこら辺

は聞いていないわけでありますけれども、高齢者に対する施設と言いますか、要は介護老人施設

１３０床のその割合というのは、清里は北網の医療圏の中では１番整備率が高いという状況にあ

ります。それともう１つは、人口動態も今が高齢者ピークに近いだろう。それで、例のまち・ひ

と・しごと人口ビジョンでも、これから１０年後２０年後は少しずつ下がって、ただ全体の人口

が下がりますから、どうしても高齢化率は上がるんですけれども、お年寄りの人口は減っていく

ことになっていますから、逆にいえば先ほど言った整備率はどんどん上がってくることになりま

すんで、そうした中で考えると、増床というよりも今の現行の施設を、どう維持していくかとい

うそういう課題の方が大きくなってくる可能性もあるいうふうには思っておりまして、これは具

体的な部分、おさえ方がそれぞれ違うところもありますんで、老健施設なり特養施設側とも十分

調整をしていかなければならない、仮に、そちら側で増床の希望があるということになれば、全

体枠として北海道で一応枠があります。これはどこでもここでもどんどんどんどんそういうのが

出来るということでなくて、全体の枠がありますし、北網の圏域の中にも、あと何ぼの枠しかあ

りませんということになっておりますから、果たしてきちっとその中で吸収できるのかどうかそ

ういう部分も含めて、調整が必要になっているというふうに思っておりますので、改めて今後の

機会の中で特養側、老健側にそれだけの入所の関係と増床の考えがあるのかどうか確認をさせて

いただきながら、進めさせていただければというふうに考えているところであります。以上であ

ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 特養の清楽園については、非常に古くなってくるから、将来的には施設に手をつけなきゃいけ

ないということも将来的にはあるかと思います。 

その中で今増床、確かに道の枠は決まっています。ただ地域密着型あるいはショートという部

分はその数字から若干外れるのかなと思いますんで、その辺が本当に今４４名の入所があって、

４６名が清楽園さんの直近の待機者になっております。年間に１２名から１４名の間で動いてい

る時に、そうすると単純な中身は別として３以上がそのうちの半分だそうです。それでも、例え
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ば希望があったときに少なくて１年、２年までなくても１年以上の待機は必要になってくるんだ

よってなったときに、緊急避難的な部分のショートの部分だとかが、どういう対応をできるのか

ということとで、一番冒頭の質問の中に言いました３施設がどう連携して理想的に動くのか。こ

れはやっぱり行政主導しかないんだろうと思います。残念ながら３施設が、今後うまく連携でき

るのかということには、非常にいろんなプログラムを考えていただきたいなと。それは佐呂間さ

んもそうでした。やはり難しい。例えばここの場合は老健さんがあったときに清楽園さんどっか

受け入れた時にどうやって返事するのかというと、おたくも介護やっているんでしょう。そちら

でという形で。それぞれの連携っていうのは将来的にどういう形が理想なのかということを、ぜ

ひこれも運営の中でいろんなプログラムを考えていただきたいと思います。 

特養の件は、これから新しく将来的には考えなきゃいけない部分も出てくるんだろう。中身の

施設の格差というのも同じ町民でその辺の格差が出てきますんで、それも含めて将来この特養の

清楽園を考えているのかも一言答弁いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 お年寄りのこれから介護度が少しずつ上がっていくんじゃないかということによって、待機で

入居を希望されている方の期間についても、いかに短縮をしていくかと大きな課題かなというふ

うに思っております。 

そういう中で特別養護老人ホームまたは介護老人保健施設、そしてケアハウスとこの施設が、

有機的にうまく連動しながら、そこらへんを補間できていく施設になればというふうに思ってお

ります。現在もそういう待機者だとか、入所の関係については、施設間の連携という中で、地域

包括支援センターが中心となって進めてきておりますので、それらをより施設の密接な関わりの

中で先程提案をいただきましたいろんな連携プログラムを考えながら、進めていければなという

ふうに思うところでございまして、今いろんなお互い事務同士での連携情報の調整というのがあ

りますので、そういうものを含めながら、一体的な中で調整ができればというふうに考えている

ところでありますので、ご理解をいただければというふうに思うところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 最後に、ここの町のすばらしい介護の中で住んでよかったということで人生を締めくくればす

ばらしい町になると思いますので、ぜひその辺をお願いして、私の最後の質問で終わらせていた

だきます。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 今般準備を進めておりますケアハウス。先ほど来申し上げておりますようにちょっとした見守

りがあれば、自立した生活ができる。要は見守ってもらえる人がいない方々を中心ということに

もなってこようかなと思いますが、ただそれは原則的なスタートであります。実態論として要支

援や要介護の中でも比較的軽度な方々というのもおりますので、そういう部分を中心としながら

対応をさせていただきたいと思っておりますし、また時間の経過とともに介護度も上がっていく

ことが想定されますので、それらに含めても、この３施設が連携を持った中でしっかりとそこの

ケアができるように進めていきたいというふうに考えております。 

先ほど来何回も申し上げておりますように、本当にこの町に住んでいて良かったとよそに行か

なくて良かったなと、そう思っていただけるような施設として、立派に運営できるように最大の

努力を続けてまいりますので、よろしく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） 

 これで河口高君の質問を終わります。ここで２時３５分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時２８分 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（田中誠君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。次に前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 さきに通告しました良好な教育環境の整備について、２点ほど教育長に質問させていただきま

す。 

また関連性がありますので、緑小学校閉校後の緑地域の振興対策について、町長の方から所見

を伺います。 

今、教育を取り巻く環境は、少子高齢化による児童数の減少、社会構造の変化に伴い、国際化

とグローバル化への対応そして急速な情報化の波が進んでいます。それらに対応するために、教

育現場では幼児教育から小学校、中学校、高校と本町は一貫性を持った教育行政を常に取り組ん

でいるのかなと思っております。先の清里町教育推進計画で、２８年度から３２年までの５カ年

の計画が答申されたところでございます。そのような中、先日６月１３日、総務文教委員会で山

村留学を受け入れしている緑小学校が、平成３０年３月の閉校そして清里小学校と統合への要請

申し入れの報告がされました。そして翌日の新聞報道にもなり町民にも周知されることになって

おります。これまでの緑町小学校の閉校への決定までの経過をまず教育長よりご説明願います。 

２点目として小規模学校への今後のあり方として、今まで緑小学校と光岳小学校の２校連携の

複式授業交流または学校行事交流を実施していたのですが、今後、光岳小学校１校になります。

そのような中、清里町教育推進計画の中にある良好な教育環境の整備で学校規模の適正化が謳わ

れておりますが、今後の光岳小学校のあり方をどのように考え検討されるのか。この２点につい

て教育長より御答弁をお願いいたします。 



 52 

次に町長への質問になりますが、緑小学校の閉校の要請を受け、地域の意向を尊重し、今後協

議を進めると新聞報道がされました。そして緑小学校が今まで緑地域において各種の催しなどで

中心となり、地域振興を担い、活動されていたことに町民誰もが理解をしているところでござい

ます。２２年間にわたり山村留学の受け入れ学校としてその取り組み、そして本町にこの取り組

みから移住された方々も多数おられます。また緑の冬の時期には、冬まつりと称しキャンドルを

作ったり、また春には緑フェスティバルでは、クマゲラ太鼓の演技、そして運動会では緑の方々

が大勢参加し、運動会に花を添えていると話を聞いております。また、夏は子供たちを交えての

納涼盆踊り大会など、常に主役は子どもたちでありました。そして緑地区自治会全員がＰＴＡ会

員である。要するに自治会費を納めながら、その一部分を緑小学校のＰＴＡに会費として納めて

いる、そのような特色のある学校運営でもありました。その学校が閉校の決定をＰＴＡ総会で決

めたことは大変苦渋の選択だったと思います。閉校にともない責任を持った地域振興対策を早急

に構築しなければならないと考えます。緑地域の自然環境、四季を利用した中の取り組み、ある

いは緑地域に住んでいる人たちの絆を今まで以上に高めるような支援を構築しなければならない

のでないかと私自身も思います。町がどのように今後検討しているのか、町長の所見をまずお伺

いしたいと思いますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長、岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいま前中議員より御質問のございました良好な教育環境の整備について、緑町小学校の閉

校について並びに小規模校の今後のあり方について、私の方から答弁をさせていただきます。 

まず、１点目の緑町小学校の閉校についてでございます。緑町小学校につきましては、大正１

０年開設以来、輝かしい伝統と校風のもと、多くの卒業生を輩出するとともに、地域の拠り所と

して発展し、長い歴史を刻んでまいりました。また、この間、時代の推移とともに過疎化が進む

中、児童数の確保と地域の活性化を図るため、平成５年に緑地域山村留学推進協議会が発足し、

平成６年より山村留学制度を開始し、現在に至っております。緑町小学校は、緑地域・ＰＴＡの

皆さんの変わらない教育に対する熱意に支えられ、まさに地域の学校として地域と共に歩んでま

いりました。 

しかし、地元児童数の減少や山村留学についても年々希望者が減るなか、新たな募集を行わな

いこととされ、今後も児童数の増加が見込めず、教職員数の減少等、学校運営が厳しくなること

が予想されるため、緑町小学校の保護者と、これから緑町小学校に入学予定の子どもを持つ保護

者で構成する学校を考える会が組織され、昨年６月から学校の存続についての話し合いが二十数

回行われております。その間、緑地域山村留学推進協議会、自治会役員など地域との協議も進め

られ、先月の５月２７日に臨時ＰＴＡ総会が開催されております。 

 緑町小学校は、全戸、全世帯がＰＴＡに加入されており、臨時総会の中で、閉校年度は平成２

９年度、統合先は清里小学校という要望事項を決定されたということであります。その後、６月

１４日の北海道新聞でも報道されておりますが、緑町自治会長、緑町小学校ＰＴＡ正副会長、緑

町小学校校長が６月１３日に役場に来られ、町並びに教育委員会に対して、臨時総会での決定事

項である平成３０年３月の閉校と清里小学校への統合を要望する申し入れが行われたところであ
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ります。 

 町・教育委員会としましては、地域全体としての決定事項であり、この要望を重く受け止めて

おります。今後は、総合教育会議及び教育委員会議において、要望事項について協議をしてまい

りますが、地域において熟議を重ねた上での決定事項でありますので、地域の意向を最大限尊重

して参りたいと考えております。 

 次に、２点目の小規模校の今後のあり方についてでございます。ご質問のとおり、緑町小学校

が地域の要望どおり閉校・統合となりますと、複式校である小規模校は光岳小学校１校となりま

す。 

 小規模校は、一般論ではありますが、少人数ゆえ人間関係において切磋琢磨や協調性、社会性、

連体制を養う機会が少ないと言われております。しかし、一方では異年齢の交流や児童一人ひと

りに目が届きやすく、きめ細かな指導が行いやすい等のメリットもあります。 

特に光岳小学校においては、地域、ＰＴＡの協力のもと特色ある教育活動が今まで行われてき

ているところでございます。 

本町におきましては、人口の減少や少子化に伴い、児童・生徒の減少が進行したことなどから、

平成２３年度から新栄・江南両小学校が清里小学校に統合となりました。 

光岳小学校におきましても、これまで同様の地域の特色を活かした中、清里小学校、中学校、

高校とも連携を行いながら、小規模校のメリットを活かし教育を推進してまいる所存であります。

また、現在光岳小学校におきまして地域のＰＴＡ、これから入学を予定しているお子様の保護者

の皆様にアンケート調査を実施しているところであります。これにつきましては、今後の学校の

あり方につきまして、当初ＰＴＡ役員と協議をしたところでございますけれども、その中におき

まして、ＰＴＡの中では、今後の学校の方向性について判断することは難しいというご意見を頂

いております。このことから、先ほど申し上げましたＰＴＡ並びにこれから入学予定のお子様を

お持ちの保護者を対象にアンケート調査を行い、速やかに地域の方々に考えをお伺いした中で、

今後教育委員会として、地域との話し合いをして参りたいと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緑町小学校平成２９年度末まで学校が存続しているわけでございます。

これまでどおり地域の特色を生かした少人数教育をしっかりと行ってまいりたい。そして光岳小

学校におきましても緑町小学校並びに他校とも交流をしながら少人数教育のメリットを生かした

教育を推進してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

以上１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

それでは前中議員よりいただきました、地域振興対策閉校後の緑地域の振興対策について町と

してどのように進めていくのかということでございます。これについて御答弁を申し上げたいと

存じますが、まず、清里町の人口の推移と緑地域の現状について申し上げますが、清里町の人口

は、昭和３５年の１万１千１２人をピークに、以降今日まで減少が続いており、現在は４千２４

３人と、ピーク時の役４０%、つまり６０%の減少となっております。 

また、緑地域は、昭和３５年のピーク時で、清泉地区、青葉地区を含めますと、世帯数が４４
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４世帯、人口では２千１２３人を有しておりましたが、それ以後は、緑地域の経済産業の核とし

て発展してきた林産企業が相次いで閉鎖・廃業、また、国有林経営の合理化と整理に伴う営林署

事業所の廃止、更には、国鉄・緑駅の無人化などにより、緑地域の人口の減少による過疎化と高

齢化が急速に進展し、現在では、９０世帯、１９８人となり、うち、６５歳の高齢者は１１３人、

高齢化率では５７．１％の状況になっております。 

 こうした中にあって、緑地域では、今日まで緑市街地の賑わいや活性化を図るため、様々な取

り組みを住民の皆様が主体となって実施されてきております。平成の初めには、「いんでないかい

みどり」が立ち上がり、オリジナリティーあふれる看板を設置されるなど、緑市街地の環境整備

等に取組まれておりますし、また平成２４年度には、みどり元気会が設立され、市街地を中心に

雪明りのイベントを開催するなど、地域ぐるみで活性化を図るための各種の事業を展開されてお

ります。また、本年度で２８回目を迎えたみどりのフェスティバルも緑自治会を始めとする地域

の人々の主体的な取組みのおかげで、今では緑地域には、なくてはならないイベントの一つとし

て定着しているところであります。 

 そして、何よりも、昨年で2２周年を迎えました、地域ぐるみでの山村留学制度の取組は、関

東方面を中心に多くの子供たちを地域に呼び込み、教育と地域コミュ二ティの新たな取組として、

地域の活性化に多大なるご貢献を頂いたところであります。 

 こうした経過の中ではありますが、ご案内のようにＰＴＡ臨時総会において、緑町小学校は、

平成３０年３月をもって閉校とし、清里小学校への統合を要望する申入れがあったところであり

ます。 

これまで長年にわたり地域のコミュニティの核となっていた小学校が閉校されることが、緑地

域全体の活力低下に繋がっていくのではないかという主旨のご質問でありますが、緑地域におけ

る現在までの少子高齢化や人口減少の厳しい現実を踏まえた時に、さらに小学校の閉校が加わる

ことで、過疎化・高齢化の速度が一段と増すことが懸念されるところでありますが、総合計画の

後期5ヶ年計画やまち・ひと・しごと地方創生総合戦略などの計画を基に、極めて難しい課題で

はありますが、緑地域の特性を生かした活性化・振興方策について、今後において地域の皆さん

との連携のもと、十分に検討・協議を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。 

以上申し上げ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） 

 それでは３点ほどの答弁もいただきまして、まずは教育長の方に冒頭の２点について再答弁と

いう形で答弁願いたいと思います。 

度重なる２０数回ほど、地域の中で協議されて、それ以上にかなりの回数を協議していたのか

なと思うわけであります。その中でやはり今思えば２３年新栄小学校、そして江南小学校が統廃

合という形で本町の学校清里小学校、そして光岳小学校そして緑小学校という形に２３年４月か

ら動いてきております。そのような中、光岳小学校が複式学級という形で緑と合同の複式学級を

始まったのは、この時かなと思っております。それまでは複式学級の連携はその当時まだされて



 55 

はいませんでした。今、そういうような中で学校、緑小学校の閉校が決まった段階の中で当時と

言いますか、教育委員会が清里小学校の統廃合という部分の中で緑小学校を光岳小学校の統合も

考えたのかどうかその点ちょっと御質問したいと思うんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長、岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 緑地域におきましては今回先ほど申し上げました、昨年来、学校を考える会で協議がされた結

果ということでございますけれども、地域におきましては、従来より山村留学を始める段階から

こういった学校のあり方について、長年にわたって協議をされてきた今回の結論というふうにこ

ちらとしても捉えているところでございます。また複式校の連携につきましても、平成２３年ま

では江南、新栄がございましたので、江南、新栄と緑という中での連携をいろいろとしていたと

いうことでその後、光岳と緑が交流連携をしながら教育を進めてきたというところにございます。 

そういった中でただいまの前中議員から御質問の通り、まず光岳小学校への統合について検討

がなされたのかどうかということでございますけれども、実は平成１３年の段階で清里町立小学

校の複式校解消にかかる基本方針というものが教育委員会の方で定められてございまして、児童

数が１つの学校で、２０名以下で３学級以下となり、今後児童数及び学級数の増加が見込めない

というなった場合につきましては統合複式校解消のための検討行うということで、その当時１３

年におきましては統合後の学区を清里小学校と光岳小学校とするというような方針もあったとこ

ろでございます。この緑町小学校からの地域からの要望に際しましては、この方針の考え方も尊

重しつつ教育委員会としても協議をしていくわけでございますけども、現実的には光岳小学校へ

統合いたしましても、複式の解消にはつながらないというのが実態でございます。そういったこ

ともございまして、地域におきましても、事前にこういった論議もされたということでございま

すが、光岳小学校ではなく、清里小学校への統合を要望されているということでございますので、

その分十分意を踏まえながら検討してまいり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） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 教育長から御説明がありましたとおり、平成１３年清里町立小学校複式校を解消する基本方針

というのが制定されております。その中で複式校の解消における学区の定義といいますか、そう

いうものが条文としてあるんですけども、たまたま緑へき地保育所が平成１８年閉所になりまし

て、当時光岳小学校も児童数の減少があるという中で学校行事の中で、今も続いてはいますけど

も札弦保育所との合同運動会と合同の学芸会を開催しようという運びになりました。当時やはり

そういう調整の中で複式校の解消に向けての取り組みとの中で学校あるいはＰＴＡなどがたぶん

そういう方向で開催し連携をとる。確かにその中で、またいろんな動きが出まして子供たち同士

の少年団活動で野球を一緒に部員として加入し両学校の交互交流、あるいはバレーボールも同じ
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ようにお互いの学校の保護者、あるいは先生なりの連携をとってそういう形で何とかならないの

かなぁという思いの中で、学校運営をされていたのかと思います。そうは言いましてもやはり少

子高齢化の中でＰＴＡあるいは今のこういう実態の中では、なかなか難しい部分が多々あったの

かなと思っております。折しもその２３年３月をもって、本町における新栄、江南が閉校になっ

たわけですけども、これも先ほど教育長から話が出ました平成１３年の複式校を解消する基本方

針の中の動きとしての考えで処理したのかどうか、当時の話ですからちょっと解りませんけども

その辺はどう捉えればよいのか、ちょっとお願いしたいんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 この１３年の基本方針につきましての御質問ということでございますが、議員おっしゃるとお

り、緑へき地保育所が、札弦の保育所に統合になるといったことで合同での運動会、光岳小学校

と保育所の合同運動会、さらには少年団活動野球バレーも一緒にされているというような流れの

中で光岳小学校との統合というところができないのかどうかというところも確かにあるというこ

とでございますけども、先ほども申し上げましたとおり、現在の光岳小学校の児童数が１２名と

いう状況でございまして、緑町小学校が現在６名という中で統合した中でも、その解消には至ら

ないということから、この方針につきましては、現実的にこれを踏襲して実施していくというこ

とは難しいんじゃないか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） 

 最後答弁漏れなんですけど、新栄・江南小学校の閉校時もこの基本方針を尊重しつつ、閉校後

の学区という考えで進めたのかどうかを、お聞きしたいんです。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 江南、新栄につきましては地域的なところ、距離的なところからいきますと。当然清里小学校

への通学というのが効率的ということになってまいりますので、ここにおきましては１３年の方

針というのは光岳小学校の２校といった複式校の解消の考え方でございますので、距離的な部分

を勘案しますと新栄、江南につきましては清里小学校への統合ということに至ったというふうな

ことでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 
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○４番（前中康男君） 

 考え方的には、通学時間あるいは通学距離という形で校区という判断をされているのかなと思

っております。そういった中で緑小学校においては複式校の解消にはならないというような今の

答弁でございまして、私自身もやはり複式校の解消にはならない中での統廃合という形で緑のＰ

ＴＡの皆様方の判断はしっかりと受けなければならないのかなと思っております。 

教育長からの答弁の中にありましたけども、その通学時間という問題で、緑で今後清里小学校

に通う段階での通学支援という中で、これから検討課題になるかと思いますけども、実際問題、

緑札弦スクールバスの運行は通学支援という形で路線バス２便のスクールバス１便そして江南上

斜里に対してはスクールバスの３便という中で、今取り進んでいるのかなと思いますけども、こ

の通学時間という中で緑の低学年の通学時間、かなり身体的影響が心配されるんですけども。そ

の辺について教育委員会の御配慮というか、そういうのも今後議論されるかと思うんですけども、

それについての説明なり考えがあればお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） 

 統合後の通学の関係でございます。この関係につきましては、先ほどお話ししたとおり現在、

緑地域学校ＰＴＡから要望が上がってきたという段階でございます。今後総合教育会議並びに教

育委員会会議において、今後の統合についての決定ということも含めて、協議をしていくところ

でございます。通学統合した後の通学の関係につきましては、当然児童のそういった体調ですと

かそういった教育面配慮いたしまして検討していかなければならない事項というふうにとらえて

おりますけども、まず基本現状として先ほど議員もお話しされておりました緑方面には路線バス

が２路線とあと１路線の中学校のスクールバス運行という形になってございます。平成２３年に

新栄、江南が閉校した折にも中学校のスクールバスの運行に合わせしまして、小学校の子どもた

ちもそのバスに乗ることが出来ますよということでの措置をし、現在も制度が続いているわけで

ございます。まずはその制度を踏まえ、基本といたしまして、今後少しでも通学に支障が出ない

ようなそういった形を検討してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただき

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） 

 低学年の家庭の中で学校の身支度という時間も含めると、子どもを起こしてある程度身支度し

てバス停まで出さなければならないっていう実態。そこは町内でもかなり距離的ハンデがありま

すんで、そういった部分でそのスクールバスの運行は、今後の話ですけども重々に配慮してとり

進める。これはやはり、教育現場としては責務かなと思いますので、そこらへんは精力的に検討

いただければなと思っております。また同じように帰りの話もやはりどうなんでしょう。学童保
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育の利用も今後考えられるのかなと思いますけども。その辺もやはり考慮すると。また、この中

学校に合わせたスクールバス体制の中でこの運行が可能かどうか、そこら辺もやはり教育委員会

あるいは総合教育会議の中で検討していかなければならないのかなと思っております。 

次に小規模学校の今後のあり方ということで光岳小学校の今後のあり方、先ほど教育長から答

弁がございまして、現ＰＴＡ役員そしてこれから就学する児童を抱えた保護者に対してのアンケ

ート調査等々を実施し、またこれからまた回を重ねながらどういう方向性をするのか導き出した

いという答弁がございました。その導き方の中で先ほども平成１３年度のその複式校における統

廃合の考え方。これ平成２０年３月の定例会にも同じような質疑がされております。当時畠山議

員が質問しているんですけども、児童数減少による小学校統合の考え方はという中で、当時の町

長は教育委員会の委員会の判断を尊重する。また、教育長もこの基本的な複式校を解消する基本

方針により検討するという答弁がございました。最初の質疑からの流れによりますと、どうもこ

の基本方針が形骸化されているのかなと思うんですけども。この点について教育長はどうお考え

なのか、まずお聞きしたいんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 まず通学支援の関係で、帰りの便そして学童保育ということで、そういった対応についてもす

べて今回の件に関しまして見直した中で、支援できるように検討協議をさせていただきたいとい

うふうに考えてございます。 

それから１３年度の方針の関係でございますけれども、平成２０年３月の定例議会におきまし

て、当時畠山議員からの児童数減少による小学校の統合の考え方ということでの中で先ほど議員

おっしゃったように答弁がなされているところでございます。当然教育委員会としていたしまし

ては、その都度、町、町長と協議を重ねながら教育委員会が窓口になりまして、今後のあり方等

につきましては検討を進めてまいりますけれども、これからの小学校教育を行うにあたりまして、

どういった形が一番適正なのかということを十分に踏まえ、地域とも協議をしながら一番今後に

望ましい形を進めてまいりたいというふうに考えておりますので、今後につきましてはそういっ

た観点でこの１３年度の方針はございますけれども、より教育効果が出る形を図って参りたいと

考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 よりよい教育環境を求めるということで、私も重々理解しますし、複式校の解消についての基

本方針を社会情勢、少子高齢化の中でどこかでは英断をもって判断しなければならないのかなと。

そのことも重々私自身も理解します。 

今後の光岳小学校のあり方と言いますか、方向性の中でやはりいろんな選択肢現状の中である

と思います。例えば少人数学級のメリットを最大限利用するきめ細やかな一人学習そして先ほど
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教育長からも答弁がありました異年齢との交流も確かにあります。しかし、それに伴いデメリッ

トがある実態もあります。その中ではコミュニケーションがなかなかとれない。あるいは協調性

あるいは社会性、連帯性もなかなか少ない。複式の中ではとれないっていう実態もあります。ま

たあるいは競争心も失う機会があることも考えられます。ある現実の話なんですけども、複式学

級ではありますけども現実１人になった学級もあります。その中に理科の教科書でしたか、話を

聞くと教科書の中に、皆さんで協議してまとめましょうという文言があったらしいんです。とこ

ろがその中でそのお子さんは皆って誰と話せばいいのって。やはり惑いがあるそういうような話

を聞くと、やはり、子供は子供なりに大変悩んでいる。そういうような実態も話を聞いた中では、

今後十分考慮する検討の中であるのかなと私は思っております。 

そんな中、少人数学級という中である市町村あるいは北見管内であれば、北見において若松小

学校でしたか。特認区を選択しているという地区も市町村もあります。郡部においては今金町。

ここも通学特区という形で選択しているところもございます。ただこの今金町、やはり昨年度の

特区認定でしたけども本当に少ない中でデメリットメリットの中では課題もあるという話も聞い

ております。そういう１つの選択肢。そしてもう１つは清里小学校への統廃合も学区申請だとか

いろんな形で学区変更が可能になったという部分もございまして、その中における学校現場にお

けるその学校運営の中で就学児童の確定ができない部分で、そうなると学校の先生あるいは職員

の配置もままならない。こういう実態も現実にあるのかな。あるいはもう１つの選択肢として現

状のままで光岳小学校を存続する。それはそれなりの地域の下支えがあってこそできるんですけ

ども光岳小学校の場合には、地域ＰＴＡという形はとっておりません。従来であれば、少年団活

動が大変盛んでその地域の人達が学校に出向いて少年団活動して運営していた時代がありました

けども、その少年団部員数も減った中で、活動もままなっておりません。その逆で、現状の中で

は清小に通っているお子さんがバレーをするために光岳に来る、そういう形も現実起こっている

のもあります。 

そういった３つ方向性をあげましたけども、そういう広義な方向性の中でやはりここはトップ

である教育長、あるいはその町長にもお願いしたいんですけども、やはり最終的な方向づけをど

こかの時点では英断しなければならないのかなと思っております。そういった意味で今の話を聞

きながら教育長どのように考えておられるか、御答弁願えればと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 光岳小学校の今後の関係でございますけども、実を申し上げますと昨年１２月の段階で、先ほ

ど議員おっしゃったとおり今年度、入学予定のお子さんをお持ちの方から校区変更についての相

談がございました。そんな中で昨年１２月、光岳小ＰＴＡとこれから入学予定のお子さんをお持

ちの保護者にお集まりいただきまして、いろんな学校制度、人数がどうなるとこうなりますとい

うようなことで、説明会を行った上でいろいろと意見交換をさせていただいた経緯がございます。 

その中でもいろいろと御意見をいただく中、将来的には統合すべきですとかあるいは存続して

ほしいという。議員がおっしゃったように特認校制度等の学校選択制を導入すべきだというよう

なさまざまな意見があったところでございます。そんなことを踏まえまして、今回改めてアンケ
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ート調査を実施し、地域の保護者の方の考えをお伺いしていきたいということで、実施をしてい

るところでございます。今後そのアンケート調査の結果を踏まえて町とも協議をしながら教育委

員会としてもどういった形が良いのかというところを検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。特認校制度等につきましてですけれども、学校選択制制度の中の１つの方法でございま

して、学校選択制度、選択制につきましては全く市町村内の複数校関係なくどこにでも好きな学

校を選べるという制度でこの特認校制度につきましては、小規模校が同じ市町村内の他の校区か

らの子どもを受け入れるだけの制度という捉えでございます。そういったことも踏まえて、いろ

んな制度がございますので、これも地域の保護者の方ともそういった制度についてもお話をしな

がら、今後早急に今後の学校のあり方、進めてまいりたいというふうに考えておりますので、ま

たその状況につきましても、その都度教育委員会議、または議会にも報告をしながら進めてまい

り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） 

 今後光岳小学校のあり方について、ＰＴＡあるいは従来どおりの地域からの要望あるいは公正

の意見といいますか。まとまった意見を持ち上げて行政の中でお願いするという形ではなくて、

やはりある程度の行政主導の中で検討するなり、今おられるＰＴＡの役員の中にも本当にＰＴＡ

戸数が少なくなってきて、この判断を私たちの中で決断するのは大変重い。そしてその判断を皆

さんに説明するとなると地域ＰＴＡとなりますと自治区だけでも６つあります。そういうような

実態戸数にしてもやはり２００戸の形成合意をするにはなかなか難しいのかなと。確かに今、光

岳小学校で置かれている地域の中では学校だより全戸配布しています。校区の中では。でそんな

中で学校の状況などは、つぶさに情報は伝達しているんですけども、なかなか閉校だとか統廃合

だとか、選択制だとかそういう話はなかなか地域住民の中では出てきていないのも実態でありま

す。そういった中でここは行政の中での高度な判断になりますけども、政治としての判断。これ

を私は強く今後求めなければならないのかなと思っておりますんで、この辺は重々理解しながら

執行されることを願っております。 

最後の質問になりますけども、緑小学校についての閉校後の地域振興について。町長の方から

答弁いただきたいと思います。質疑の中で緑小学校、そして地域の結びつき、町長の答弁の中に

もありましたように本当にすばらしいものがあったと。その中でいろんな形で子供が主役であっ

たということは答弁ありました。ある緑の人っていうか話を聞いた中でやはり先ほど５１％の高

齢化率ですか。やはり人がいないんだと。極端な話、花壇を管理するのにも、お年寄りで農繁期

になればやはり農家の方々はなかなかままならない。あるいは緑の湯も、そういった部分で山村

は受け入れがなくなると、そこで働いているいろんな部分の仕事がまた無い。無いというか供給

できないっていう部分があるといったような部分で財政的支援でなくて人的支援は何とかという

声もやはり聞こえてきました。そういった部分で輝いた小さな集落でありますけども、自然豊か

で、そしてスキー場も本当に年々スキー人口が増えた中で活用されているという実態があります。

やはりスキー場もひとつの地域振興策かなと思っております。そんな中で、スキー場を核にした
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あの地域の活用シーズンを通した中で政策展開していただければなと思うんですけども。すぐに

という話ではございませんけども。緑スキー場における設備という形で圧雪車の提案がございま

すけども、これをまた１つ地域振興の中の１つの施策の中の展開策として、今まで以上に持って

いければと思いますんで、町長もそれに付随した中で小さなアイデアでもいいですけども、その

辺を絡めて御答弁お願いしたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 緑地域の具体的な地域活性化策の取り組みの方向性ということでありますが、今お話ありまし

たように、緑地域には本町で唯一の緑スキー場が設置をされておりまして、冬期間の学校教育に

おけるスキー授業を中心としながら町民のスポーツ、そしてまた娯楽施設として、今後とも地域

振興策の一環を兼ねた中での可能な限りの継続運営をしてまいりたいというふうに考えていると

ころであります。これに関係する予算についてもご提案を計上させていただきたいと考えている

ところでありますし、また緑の湯につきましても地域の方々が運営の受け皿としてヴェルデとい

う会社の設立をいただきました。平成２６年から指定管理者として管理運営をいただいていると

ころでございまして、地域の方々の健康増進はもちろんでありますが、コミュニティの場または

憩いの場として大いに利活用をいただいているわけでありますし、また、この緑地域だけでなく

て札弦や清里地域からもまたは町外からも多くの皆さんのご利用をいただいているところでござ

いまして、一面地域からの人の流入を促している施設としても大いに期待をしているところでご

ざいます。 

こういうような資源とあわせまして、緑地域には今回も小学校の課題はありますが、仮に今の

形の中で順調に推移しますと３０年３月で閉校に学校自体がなるわけでありまして、これの閉校

後の活用の問題もございます。また緑駅前の緑地広場もございます。さらにはそこを活用したパ

ークゴルフ場そして旧の緑の保育所の建物も用地も十分にありますし、さらにその周辺に市街地

で緑の町有地がかなりの面積で保有をいたしているところでもあります。このように緑では豊富

な地域資源がございますので、これらの資源をそして緑としての特色をどうこれから生かしてい

くのか。それをどう地域の活性化につないでいくのかということを地域の方々と十分に検討協議

を加えながら議論を進めていきたいというふうに考えております。 

特にそうした中で一番課題になってくるのは先ほどちょっと数字的にありましたが、高齢化率

は５７．１％です。ほぼ６０％に近い高齢化率ですから。これから高齢者の方は、先ほどの話で

はありませんが、どんどん歳が増していくということになりますので、実態問題としての人的な

部分での対応はどうとっていくかというのが非常に難しいところかなというふうに思っておりま

す。 

そういう部分も含めながら、まちづくりの活性化計画のプランをつくる事業だとか、そういう

やつも国の方で用意されたものがあります。特に清里の場合は山村振興また過疎地域であります

からそうした法律に基づくプランづくりの事業も今はそういう計画に乗っていけば１００％補助

というのを仕組みもありますんで、そういうものも導入を視野に入れながら地域の方々と議論が

できればなというふうに思っておりますし、そうなってくれば、人的な部分としても極端に言え
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ば、地域づくり協力隊を導入しながら一緒になってやってくだとか、いろいろな方策をその中で

とっていくことができるだろうというふうに思っておりますので、そこら辺も踏まえながら、ま

ずは地域の方々がここに向かって立ち上がっていけるかというような部分を含めて、行政として

も最大のバックアップをしながら進めていければと考えておりますので、ご理解を賜りたいとい

うふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 ちょっと数字的に間違えまして大変すいません。５７％でしたか。そういった意味で高齢化率

っていう部分ではかなり進んでいて、人的支援をやはり担保しなければならない。今後いろんな

施策の中でまた出てくるだろうとは思うんですけども、早くから別荘地として移住定住ではない

ですけども、そういう府県からの方々が来られる。そして山村留学という形の中でも同じように

府県の人たちが当町にやってきて、緑の地に１年間、２年間という中で交流をそういう下地があ

ると僕は思っているんです。ただやはり住むところという問題も同じように空き家対策ではない

ですけども、今後考える部分かなと。閉校後の教員住宅の問題をどう利活用するかというのも踏

み込んだ話ですけども、いろんな中で考えなければならないのかなと思っておりますけども、そ

のへん原課の中で重々考えながら今進めているのかなと思います。 

そういった部分の住環境をどういう形で自然にあった住環境っていうのもありますし、やはり

山菜取りだかとか、本町は観光でいくと言いながらも観光の入り口はどうも緑が本当の入り口か

なと私も思っているんですけども。観光も絡めた中で、緑地域を推進するって話ですけども、何

か考えがあれば町長の方からも１つ提案していただけばと思うんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 緑の活性化でありますが、先ほどお話がありましたように緑地域は、旧営林署跡地でありまし

たけども、そこが企業の方がお買いになられて分譲地としての販売を古くに行っております。現

在もその分譲地には一定の定住者が移住されてきている。そしてその中にはオーベルジュの住留

というと言うホテル経営されている方がおりますから、そうした部分を捉えながら、やはりそう

いう考えも一定の方向性としてはあるのかな。つまりは町有地がかなりの面積、今の公営住宅周

辺に存在をいたします。これからの新しい人方をどういうふうにそういうところに呼び込んでい

くかというような形の中では、分譲住宅団地の整備等も含めていろんな手法が考えていけるのか

なというふうにも思っているところでございますし、特に緑は緑の特異的な部分として、やはり

山菜を中心とするいろんな資源もございますんで、どういうふうな形で組み合わせをしながら、

そしてまた一定の起業家ができなければ、今日の質問にもありましたように、人だけ呼んできて

も高齢化の人方でいっぱいになってしまうということもありますから、そこで生活できる土壌を

しっかりと作り上げていかなければならんだろうというふうにも思っておりますので、そこら辺
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も含めて地域の方々ともしっかりと連携をとりたい。そして一定の方向性が出た段階では国の先

ほど言いました支援事業等もありますので、議会、所管の委員会とも十分に相談をさせていただ

きタイミングを失しないように振興策についても検討を加えて参りたいと考えておりますのでご

理解を賜りたいというふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。ここで時間がきましたので。 

 

○４番（前中康男君） 

 たまたまちょっと緑のスキー場を眺めていたら登り口の花が咲いていたんですね。ちょっと訪

ねるとその緑の会の方々が自分たちボランティアなんですけども棚を集めて２年ぐらいに始まっ

たんだと。この一面を登り口の花畑にして夏場はリフトにあがってそういうようなのをやりたい

んだという話を聞いて、やはり緑の人たちはすごいなという部分を思いました。 

最後になりますけども、２８年度町政執行方針の中に、これからの未来を担う子供たちのため

に子ども子育て基金を創設し、安心して子育てできる環境づくりのための子育て支援。そして教

育を通じての人材育成のための教育支援を重点施策として掲げている町長には、より一層の充実

した教育環境づくりのために整備していただきたいと思っております。丁寧な説明責任と政治的

な判断で一人一人の子どもに寄り添った教育行政を今後期待したいと思います。 

私は常々清里町の教育環境は農業が主たる産業であるために畑を耕し、そこに種をまき、雨の

日も晴れの日も天候に左右されながら、毎日こつこつ育って、最後には豊作の実をつけることを

願うのですが、やはり清里町の教育環境も同じように地域の育てる力で子供が誕生した時から良

好な教育環境の中で次の世代を担う子どもたちの輩出の使命を持って、町は取り組まなければな

らないと考えます。そのためにも今後の学校のあり方とそれを取り巻く地域の振興策を町が責任

を持って判断し、丁寧な説明の上で執行されることを願います。 

これをもって私の一般質問とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 次代を担う子どもたちがすくすくと成長をされて、そして将来の清里を担っていただくとそう

いう夢と希望を掲げながら、そしてまた今回の緑小学校の閉校は地域全体の活力の低下につなが

らないようにそんな思いを込めて地域、そして行政一体となった中で、物事を取り組み進めてま

いりたいというふうに考えておりますので、今後とも子ども子育て、そして教育環境また地域の

振興対策に対しまして格別なるご支援ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、答弁と

させていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで前中康男君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。 
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●日程第１５ 議案第３０号 ～ 日程第１７ 議案第３２号 

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第１５ 議案第３０号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変

更する規約から、日程第１７ 議案第３２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一

部を変更する規約の３件については、会議規則第３７条の規定により、一括議題にしたいと思い

ます。 

 これ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、日程第１５ 議案第３０号から日程第１７ 議案第３２号まで３件を一括議題と

することに決定しました。 

 ３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） 

ただいま上程されました、議案第３０号 北海道市町村総合事務組合規約の一部変更する規約

及び議案第３１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部変更する規約並びに議案第３２号 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部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。 

それでは、議案第３０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ございます。次ページをご覧ください。 

本件につきましては、北海道市町村総合事務組合において、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、別表第１の空知総合振興局の項中並び

に別表第２の９の項中、において「北空知学校給食組合」を削るものであります。附則につきま

しては、施行期日を定めるものであります。 

続きまして、議案第３１号をご説明申し上げます。 

議案第３１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、ご説明を

申し上げます。 

本件につきましても、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手当組合において、脱退する団体が生じたこと及 

び本文における字句の変更を行うものでございます。 

それでは、別冊の審議資料２７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。 

第１条において「健全化を」を「健全化に」第３条において「地方公共団体」を「市町村。一
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部事務組合及び広域連合」に第５条においては、組合議会議員の「互選の方法」について、下表

右の欄の記載のとおり改めるものでございます。２８ページをご覧ください。 

２８ページから３１ページにつきましては、第３条における、組合組織の別表であり、本文第

３条の改正に伴い、２８ページから２９ページにおいて（１）として「市町村」区分２９ページ

から３１ページにおいて（２）として「一部事務組合及び広域連合」を区分するとともに、「一部

事務組合及び広域連合」の内、空知管内において脱退に伴い「北空知学校給食組合」を削るもの

でございます。３２ページの附則につきましては、施行期日を定めるものであります。 

続きまして、議案第３２号をご説明申し上げますので、議案書にお戻りください。 

議案第３２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、

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。 

次ページをご覧ください。本件につきましては、北海道町村議会議員公務災害補償等組合にお

いて、脱退する団体が生じたことにより、規約別表第１において、「北空知学校給食組合」を削る

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。 

以上で、３規約の一部を変更する規約に関する、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３件について、一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「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３件について、一括討論を行います。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３０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３０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。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから議案第３１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） 
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 起立全員です。 

 したがって、議案第３１号 北海道市町村職員退職組合規約の一部を変更する規約は、原案の

とおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから議案第３２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３２号 北海道町村議会議員公務災害補償等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１８ 議案第３３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１８ 議案第３３号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（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。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 既に上程されております、議案第３３号 平成２８年度 清里町一般会計補正予算第１号につ

いて、提案理由のご説明申し上げます。 

 補正の総額は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ、１億８千６６９万４千円

を追加し、予算の総額を５０億９千５６９万４千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、のちほど事項別明細書により、ご説明申し上げます。 

まず始めに、今回補正提案いたします主な事業につきまして、ご説明申し上げますので、別冊

の審議資料３４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申し上げます。 

 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、事項別明細書に記載いたしておりますので、省略させていただきます。 

 ２款総務費、一般管理費、熊本地震義援金事業につきましては、去る４月１４日に熊本県を中

心に発生した大地震により被害を受けた被災者に対し、義援金を贈るもので、１００万円を計上

してございます。財産管理費、基金管理運用事業につきましては、ふるさと寄付金が４件４万円

ございましたので、ふるさと基金に積み立てし、平成２７年度太陽光の売電収入の確定に伴う、

３９０万１千円を、子ども・子育て基金に積み立てるもので、合計３９４万１千円を計上するも

のでございます。防災対策費、地域防災計画策定業務委託事業につきましては、災害対策基本法

などの改正に伴い、地域防災計画の見直しを行うもので、計画策定に係る業務委託料として、３

１０万円を計上するものでございます。職員福利厚生費、職員単身者住宅建設事業につきまして

は、職員住宅整備計画に基づき、今年度１棟４戸の住宅を建設するもので、工事請負費・施工監

理業務委託料合わせて、５千１００万円を計上するものでございます。総合庁舎管理費、庁舎備

品購入事業につきましては、４月に行われました機構改革に伴う、事務室の配置転換に合わせて、

書庫の整備を行うもので、１階、２階合わせて４か所に収納庫を取り付けるもので、６１１万７
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千円を計上するものでございます。行政情報システム管理費、財務会計システム改修事業につき

ましては、統一的な基準による公会計システムの環境構築のため、既存の財務会計システムの改

修業務を行うもので、３２１万７千円を計上するものでございます。次のページをご覧ください。

企画振興費、臨時職員雇用事業につきましては、企画政策課において、事業の効率化と推進を図

るため、臨時職員を雇用するもので、社会保険料・賃金合わせて、１５９万５千円を計上するも

のでございます。徴税費、徴収システム改修事業につきましては、上下水道使用料及び介護保険

料の滞納情報を税と一元化するためのシステム改修費でありまして、両方の収納データシステム

合わせて、１０６万４千円を計上するものでございます。総合戦略事業費、地方創生の深化のた

めの推進事業につきましては、本町の総合戦略を推進するため３つの事業合わせて、８６３万３

千円を計上するものでございます。 

 ３款民生費、社会福祉総務費、臨時福祉給付金事業は、消費税率の引き上げに際し、低所得者

への暫定的・臨時的な措置として、給付金事業を行うものでありまして、給付金と事務経費等を

合わせて、２２３万７千円を計上するものでございます。社会福祉総務費、年金生活者等支援臨

時福祉給付金事業につきましては、障害年金・遺族年金受給者向けの給付金として、１８０万千

円を計上するものでございます。老人福祉費、ケアハウス整備事業につきましては、ケアハウス

整備に係る実施設計、地耐力調査合わせて、３千３７０万８千円を計上するものでございます。

次のページをお開きください。 

４款衛生費、保健衛生総務費、診療所特浴給湯ユニット修繕事業につきましては、診療所の特

浴に係る車いす浴槽用の給湯ユニット修繕費用として、１４６万９千円を計上するものでござい

ます。 

 ９款教育費、教育委員会費、臨時職員雇用事業につきましては、教育委員会事務局運営の効率

化と事業の推進を図るため、臨時職員を雇用するもので、社会保険料・賃金合わせて、１５９万

５千円を計上するものでございます。教育諸費、コミュニティースクール導入事業につきまして

は、住民が主体的に学校運営参画できる体制を構築し、学校への協力体制の充実と地域や家庭に

おける教育力の増進を図るもので、それぞれ所要経費合わせて、１１０万円を計上するものでご

ざいます。教育諸費、教職員住宅整備事業につきましては、学校施設環境改善交付金を活用して、

清里小学校周辺に１棟１戸を新設し、安定かつ良好な居住環境を整備するもので、工事請負費・

施工監理業務委託料合わせて、２千７３０万円を計上するものでございます。緑スキー場管理費、

緑スキー場圧雪車更新事業につきましては、老朽化した圧雪車を更新し、作業の効率化と利用者

への良好なゲレンデ環境を提供するもので、旧圧雪車の廃車手数料と合わせて、２千８８１万５

千円を計上するものでございます。緑スキー場管理費、緑スキー場リフト整備事業につきまして

は、必要な年次的整備であり、リフトの安全運航を図るもので、５３６万８千円を計上するもの

でございます。 

 それでは、別冊の事項別明細書により、ご説明させていただきますので、平成２８年度 補正

予算に関する説明書の一般会計歳入歳出予算事項別明細書第１号ピンク色の紙から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、詳細な説明を省略し、その他の事項を中心にご説明を申し上げますので、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、記載されているとおりでございますの

で、省略させていただきたいと存じます。なお、説明につきましては、慣例により、目ごとの説
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明とさせていただきます。 

1款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費１００万円につきましては、先にご説明申し上

げました熊本地震への義援金となってございます。２目財産管理費４８４万１千円につきまして

は、先にご説明申し上げました、ふるさと寄付金及び平成２７年度太陽光の売電収入の確定に伴

う積立金３９４万１千円と、子育て支援センター内に受付窓口を設置する修繕料９００千円でご

ざいます。６目交通安全対策費５８万８千円につきましては、交通安全指導員新任・退任に係る

被服購入及び経年劣化に伴うシャツ・手袋を購入するものでございます。７目防災対策費３１０

万円につきましては、先にご説明申し上げました、地域防災計画の見直しに係る業務委託料でご

ざいます。１３目職員福利厚生費５千１００万円につきましても、先にご説明申し上げました、

今年度１棟４戸の職員単身者住宅を建設するものであり、施工監理業務委託料２００万円、工事

請負費４千９００万円を合わせたものでございます。１４目総合庁舎管理費６１１万７千円につ

きましても、先にご説明申し上げました、役場庁舎に書庫の整備を行うものでございます。次の

ページをご覧ください。１５目行政情報システム管理費３２１万７千円につきましても、先にご

説明申し上げました、既存の財務会計システムの改修業務を行うものでございます。３項開発促

進費、１目企画振興費１５９万５千円につきましても、先にご説明申し上げました臨時職員の雇

用費用でございます。４項庭園のまちづくり事業費、２目花と緑と交流のまちづくり事業費５０

万円につきましては、友好都市でありますニュージーランドモトエカ町から訪問団が来町するこ

とに伴い、通訳料や記念品等に係る必要経費でございます。次のページをお開き下さい。５項徴

税費、１目徴税費１０６万４千円につきましては、先にご説明申し上げました、徴収システム改

修するものでございます。７項選挙費、２目参議院議員選挙費１４万７千円につきましては、参

議院選執行に伴う選挙事務補助員として臨時職員を雇用するものでございます。１０項総合戦略

費、１目総合戦略事業費８６３万３千円につきましては、先にご説明申し上げました、本町の総

合戦略を推進するための事業を展開するものでございます。次のページをご覧ください。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費４０３万７千円につきましても、先にご説

明申し上げました、低所得者等への給付金事業を行うものでありまして、臨時福祉給付金事業と

年金生活者等臨時福祉給付金事業を合わせたものでございます。４目老人福祉費３千３７０万８

千円につきましても、先にご説明申し上げましたケアハウス整備に係る実施設計委託・地耐力調

査でございます。 

 次のページをお開きください。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費１５万３千円につきまし

ては、保育所に設置してありますコピー機が故障いたしましたので、更新するものでございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費１６９万６千円につきましては、先にご説

明申し上げました、診療所の特浴浴槽用の給湯ユニット修繕費用として、器具の購入も含めたも

のでございます。 

 ６款商工費、１項商工費、２目観光振興費９０万円につきましては、緑清荘入浴来客者の利便

性と盗難防止を図るために、シューズロッカーを設置するものでございます。 

本ページから次のページをご覧ください。 

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育総務費２６９万５千円につきましては、先にご説明申

し上げました臨時職員の雇用費用及びコミュニティースクール導入事業でございます。２目教育

諸費、２千７５２万円につきましては、先にご説明申し上げました、教職員住宅の新設で、工事

請負費・施工監理業務委託料を合わせたものと、経年劣化したバス停留所を新設するための経費
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でございます。５項保健体育費、４目緑スキー場管理費３千４１８万３千円につきましては、先

にご説明申し上げました廃車手数料を含む圧雪車の更新と、年次計画に基づく、整備事業でござ

います。 

 それでは、歳入について、ご説明申し上げますので、１ページにお戻りください。 

先の審議資料における説明及び事項別明細書の歳出における特定財源内訳においても詳細費

目が記載されてございますので、総括表にて概要のみ、ご説明申し上げます。 

１３款国庫支出金、１８款諸収入、２０款寄付金が特定財源であり、１９款町債は、過疎債を

借り入れるものでございます。１７款繰越金が、一般財源でございます。 

なお、繰越金につきましては、平成２７年度の繰越金が確定いたしましたので、補正措置を行

うものでございます。 

以上で、説明を終わります。  

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「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３３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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３３号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決されました。 

  

   ●日程第１９ 議案第３４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１９ 議案第３４号 平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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３４号 平成２８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１４８万円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ、８億５千２１２万１千円とするものでございます。 
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第１条第２項につきましては、後程、別冊の国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明

細書により、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、平成３０年度に実施される国民健康保険制度の改革による、広域化により、財

政運営の主体が北海道となる事から、北海道において行う、納付金算定等に必要となるデータの

提供を行うための電算システム改修に要する経費について、補正を行うものでございます。 

それでは、別冊の平成２８年度補正予算に関する説明書の１２ページ、国民健康保険事業特別

会計歳入歳出予算事項別明細書の２歳入・３歳出をお開き下さい。 

 歳出よりご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１３節委託料１

４８万円の増額でございます。 

 歳入につきましては、上段にお示ししているとおり特定財源であります、３款国庫支出金、２

項国庫補助金、２目国民健康保険制度関係業務準備事業補助金１４８万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。質疑ありませんか。 

（「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３４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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３４号 平成２８年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２０ 議案第３５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２０ 議案第３５号 保健福祉総合センター発電機設置工事請負契約の締結についてを

議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第３５号 保健福祉総合センター発電機設置工事請負契約の締結

について提案理由のご説明を申し上げます。 
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本件は議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定によ

り工事契約を締結するため議会の議決を求めるものでございます。 

契約の目的は、保健福祉総合センター発電機設置工事でございます。工事概要につきまして御

説明申し上げます。設置場所は清里町羽衣町３５番地、保健福祉総合センターでございます。設

置する発電機は、２５０ＫＶＡの低騒音型非常用発電機でございます。契約の方法は、指名競争

入札による契約であり、契約金額は、６千８０４万円となってございます。なお、予定価格につ

きましては６千９０５万５千２００円でございます。契約の相手方は、斜里町有限会社片山電気

商会となってございます。工期につきましては、契約の翌日より平成２９年１月２０日までを予

定してございます。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「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３５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり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３５号 保健福祉総合センター発電機設置工事請負契約の締結については、

原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２１ 議案第３６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２１ 議案第３６号 二十一号橋補修工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第３６号 二十一号橋補修工事請負契約の締結について御説明い

たします。 

本件は地方自治法の定めに基づき、工事請負契約を締結するために議会の議決を求めるもので

す。 

契約の目的は、二十一号橋の長寿命化を図るものです。 

工事の概要についてご説明いたします。本工事は、橋梁の長寿命化契約に基づきまして、町道
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二十一号道路の斜里川に架設されております二十一号橋の補修工事を行うものです。工事は２カ

年での施工予定しており、今年度は、橋梁上部の防護柵分の打替交換や景観部の伸縮装置の交換

また、表面排水装置の設置等となっております。 

契約の方法は指名競争入札により契約であり、契約金額は６千１３４万４千円であります。な

お予定価格につきましては６千１９９万２千円です。契約の相手方は清里町札弦町４８番地、野

村興業株式会社です。なお、工期につきましては、明年の１月３０日となっております。 

以上で提案理由の説明を終ら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。質疑ありませんか。 

（「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３６号 二十一号橋補修工事請負契約の締結については、原案のとおり可

決されました。 

 

   ●日程第２２ 議案第３７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２２ 議案第３７号 清掃センター長寿命化改修工事（焼却施設）請負契約の締結につ

いてを議題とします。 

 本件について、提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３７号 清掃センター長寿命化改修工事（焼却施設）請負契

約の締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

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

 契約の目的は、清掃センター長寿命化改修工事（焼却施設）でございます。工事概要をご説 

明申し上げます。本事業は、清掃センターの受入供給設備、燃焼ガス冷却設備、冷却用給排水 

設備、通風設備、灰出し設備、電気計装設備、照明設備の基本能力の回復を行い、施設の延命 

化を図るものでございます。契約の方法は、随意契約であり、契約金額は、６千８０４万円で 

ございます。尚、予定価格につきましては、７千６２万１千２００円でございます。 
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契約の相手方は、荏原環境プラント株式会社北海道支店でございます。工事期間につきまして

は、契約の翌日より平成２８年１２月９日を予定してございます。 

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。質疑ありませんか。 

（「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 清掃センター長寿命化改修工事（焼却施設）請負契約の締結につ

いては、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２３ 意見案第２号 ～ 日程第２５ 意見案第４号 

○議長（田中誠君） 

 ここで、議事の都合上、日程第２３ 意見案第２号 教育予算確保・拡充と就学保障の充実「３

０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善に向けた意見書についてから、日程第２５ 意見

案第４号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子どもにゆたかな学びを

保障する高校教育を求める意見書についてを一括議題とします。 

 ３件について、それぞれ提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会 委員長 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

総務文教常任委員会提出の意見案第２号・３号・４号を説明します。 

意見案第２号 教育予算確保・拡充と就学保障の充実、「３０人以下学級」の実現をめざす教

職員定数改善に向けた意見書について。 

 本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり 意見書を提出するものとする。

平成２８年６月２１日提出、清里町議会総務文教常任委員会委員長 勝又武司。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

１、国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無償とな

るよう、また、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面、義務教育国庫負担金の負担率を１／２
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に復元されるよう要請する。 

２、「３０人以下学級」の早期実現にむけて、小学校１年生～中学校３年生の学級編成標準を

順次改定すること。また、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するため、義務標準法

改正を伴う教職員定数改善の早期実現、及び、必要な予算の確保・拡充を図るよう要請する。 

３、子どもたちや学校、地域の特性にあった教育環境を整備し、充実した教育活動を推進する

ために、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現するよう要請する。 

４、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費など国の責

任において教育予算の十分な確保、拡充を行うよう要請する。 

５、経済的な理由により子どもたちが進学・就学を断念するなどの「子どもの貧困」を解消す

るため、国の責任において、就学援助制度の堅持、教育予算の十分な確保・拡充するとともに、

返還義務を伴わない給付型奨学金などの拡充を行うよう要請する。 

６、高校授業料無償制度への所得制限撤廃、および、朝鮮学校の授業料無償化適用除外の撤回

が実現されるよう要請する。 

次に意見案第３号 地方財政の充実・強化を求める意見書について。 

本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。

平成２８年６月２１日提出、清里町議会総務文教常任委員会委員長 勝又武司。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

１、社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大する地方自治体

の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはかること。 

２、子ども・子育て支援新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生活困窮者自

立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と

人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確に行うこと。 

３、地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・事業規模

の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定する

ものであり、廃止すること（これ以上、拡大しないこと）。 

４、復興交付金、震災復興特別交付税などの復興にかかる財源措置については、復興集中期間

終了後の２０１６年度以降も継続すること。また、２０１５年度の国勢調査を踏まえた人口急

減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き

続き検討すること。 

５、地域間の財源偏在性の是正のため、地方偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から

地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃

止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を

はじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応をはかること。 

６、地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」「重点課題対応分」および「まち・ひと・

しごと創生事業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現

行水準を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財

源へと転換をはかるため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振

り替えること。 

７、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了
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を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じ

ること。 

次に、意見案第４号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子どもにゆ

たかな学びを保障する高校教育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２８年６月２１日提出、清里町議会総務文教常任委員会委員長 勝又武司。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

１、道教委が２００６年に策定した「新たな高校教育に関する指針」は、広大な北海道の実情

にそぐわず、地域の教育や文化だけでなく、経済や産業など地域の衰退につながることから、

抜本的な見直しを行うこと。 

２、「公立高校配置計画」については、子ども・保護者・地元住民など、道民の切実な意見に

真摯に耳を傾け、一方的な策定は行わないこと。 

３、教育の機会均等と子どもの学習権を保障するため、「遠距離通学費等補助制度」の５年間

の年限を撤廃するとともに、もともと高校が存在しない町村から高校へ通学する子どもたちも

制度の対象とすること。 

４、しょうがいのある・なしにかかわらず、希望するすべての子どもが地元の高校へ通うこと

のできる後期中等教育を保障するための検討をすすめること。 

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、３件について一括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

これから、３件について一括討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから意見案第２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、意見案第２号 教育予算確保・拡充と就学保障の充実「３０人以下学級」の実現

をめざす教職員定数改善に向けた意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、意見案第３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第３号 地方財政の充実・強化を求める意見書については、原案のとおり

可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、意見案第４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、意見案第４号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子ど

もにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 ただいま可決されました、３件の意見書の提出先並びに内容の字句等について、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２６ 意見案第５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２６ 意見案第５号 平成２８年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを議

題とします。 

 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５号を説明します。意見案第５号 平成２８年度北海道最

低賃金改正等に関する意見書について 

本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。

平成２８年６月２１日提出、清里町議会産業福祉常任委員会委員長 前中康男。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

１、「雇用戦略対話合意」に基づき、早期に８００円を確保し、平成３２年までに全国平均１，

０００円に到達することができるよう、平成２７年度北海道地方最低賃金審議会答申を十分尊

重し、デフレ脱却と経済の好循環の実現に向けて最低賃金を大幅に引き上げること。 
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２、設定する最低賃金は、経験豊富な労働者の時間額が道内高卒初任給(時間額８８２円)を下

回らないよう、適切な水準を確保すること。 

３、最低賃金引き上げと同時に、中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実

効ある対策を行うよう、国に対し要請すること。 

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、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。 

 これから意見案第５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、意見案第５号 平成２８年度北海道最低賃金改正等に関する意見書については、

原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 ただいま可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等について、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２７ 発議第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２７ 発議第１号 議員の派遣についてを議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 本件については、記載のとおりの内容で、議員の派遣をしたいと思いますが、ご異議ありませ
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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。 

 

○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２８年第２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３１分 


