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平成２９年第１回清里町議会定例会会議録（３月９日） 

 

 平成２９年第１回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   澤 本  正 弘 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    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 
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    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 

    農業委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

    監査委員事務局長   小 貫  信 宏 

    選挙管理委員会事務局長    澤 本  正 弘 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   小 貫  信 宏 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   諮問第 １号  人権擁護委員候補者の推薦について 

   同意第 １号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ２号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ３号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ４号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ５号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ６号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ７号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ８号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第 ９号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１０号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１１号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１２号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１３号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１４号  清里町農業委員会委員の任命について 

   同意第１５号  オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

   議案第 １号  オホーツク町村公平委員会委員規約の一部を変更する規約 

   議案第 ３号  清里町防災会議条例の一部を改正する条例 

   議案第 ４号  清里町簡易水道条例の一部を改正する条例 

   議案第 ５号  清里町災害対策本部条例の一部を改正する条例 

   議案第 ６号  清里町税条例等の一部を改正する条例 

   議案第 ７号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第 ８号  清里町普通河川条例の一部を改正する条例 

   議案第 ９号  清里町流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

   議案第１０号  清里町土地開発基金条例の一部を改正する条例 

   議案第１１号  清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

   議案第１２号  平成２８年度清里町一般会計補正予算（第８号） 

   議案第１３号  平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 
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   議案第１４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３号） 

   議案第１５号  平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第１６号  平成２８年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第１７号  平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４号） 

   議案第 ２号  清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

   議案第１８号  平成２９年度清里町一般会計予算 

   議案第１９号  平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第２０号  平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第２１号  平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第２２号  平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第２３号  平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第２４号  平成２９年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   平成２９年度町政執行方針 

   平成２９年度教育行政執行方針 
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                                                       開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成２９年第１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１番 伊藤忠之君、２番 堀川哲男君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（田中誠君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 本定例会は、平成２９年度当初予算が提案される議会であり、町政執行方針・教育行政執行方針・

一般質問・予算審査・その他一般議案などから判断して、本定例会の会期は、本日より３月１５日

までの７日間とすることが適当と思います。 

 以上が、議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日から３月１５日までの７日間にし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

                              （「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から３月１５日までの７日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。 

 事務局長に報告させます。議会事務局長。 

  

○議会事務局長（小貫信宏君） 

 議長諸般の報告４点について報告申し上げます。１点目、議員の派遣状況及び会議行事等への出

席報告についてであります。(1)市町村アカデミー町村議会議員特別セミナーについて。１月２６日
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から２７日までの２日間、千葉市で開催され、村島議員、加藤議員、池下議員、前中議員が参加し

ております。記載の著名な講師による幅広い分野の講演が行われ、広く研鑽を深めてきたところで

あります。（２）オホーツク町村議会議長会第２回定期総会について。２月９日滝上町で開催され、

田中議長が出席しております。記載の議題が提案され、原案のとおり議決承認されております。２

ページになります。（３）一部事務組合等の会議等並びにその他の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ので、ご報告申し上げます。 

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

れております。３ページになります。 

３点目、例月現金出納検査の結果についてであります。平成２８年１２月分及び平成２９年１月

分、2月分について。４ページ～６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２９年第１回清里町議会定例会説明員等の報告について。７ページのとおりとなっ

ておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

以上で議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは町長の一般行政報告を申し上げます。まず大きな１の主要事業報告でございます。１点

目の平成２８年斜里地区消防組合議会第３回定例会の結果についでございます。昨年の１２月２２

日、斜里町総合庁舎３階議事場で開催されております。付議事件につきましては記載の４件であり

まして、いずれも原案どおりに可決承認がなされたものでございます。なお①②の専決処分に係る

補正予算につきましては、清里分署に係る災害対応に関する増額補正の関係でございます。④の一

般会計補正予算につきましては前年度繰越金の確定と人事院勧告に伴う人件費、それと実行予算に

よる補正となってございます。 

続きまして２点目の平成２８年斜里郡３町終末処理事業組合議会第３回定例会の結果についてで

ございます。同じく１２月２２日斜里町総合庁舎２階大会議室で開催がされております。付議事件

につきましては、記載の２件でありまして、いずれも原案どおりに可決承認がされたものでござい

ます。なお②の一般会計補正予算につきましては、前年度繰越金の確定及び人事院勧告に伴う人件

費さらに工事執行残について補正がされたものでございます。 

次に３点目の北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使清里町実行委員会についてでございま

す。本件につきましては既に御案内のとおり、平成２９年において北海道日本ハムファイターズの

応援市町村に清里町が選定されており、応援大使として宮西・中村両投手が決定しているところで

ございます。つきましては清里町側の受け入れ体制として去る１２月の２８日実行委員会を設立い

たしましたので、ここにご報告を申し上げる次第でございます。なお実行委員会の会長には福田一
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成体育協会会長、副会長には石井透野球連盟会長がそれぞれ就任されたところでございます。また

２月１３日には沖縄県名護市での春季キャンプに会長と私とで清里町の特産品を持参の上、宮西・

中村両投手の激励訪問をいたしてきたところでございます。 

次に４点目のふるさと大使の任命でございます。既にふるさと大使として任命をさせていただい

ております岡崎朋美選手の任期が満了となりましたので、引き続き大使として清里町のＰＲ宣伝に

活躍をいただきたく１月６日付をもって再任をさせていただきましたので、ここにご報告をさせて

いただきます。なお、任期につきましては、平成２９年、３０年の２カ年間でございます。 

次に、２ページをお開き願います。５点目のオホーツク町村会定期総会についてでございます。

去る２月の６日、遠軽町ホテルノースキングにて開催がされており、認定事項２件、承認事項１件、

議決事項３件、さらに報告事項６件について審議をした後にオホーツク総合振興局長、網走開発建

設部長、オホーツク教育局長より当面する課題や課題などについて情報の提供をいただき意見交換

を行ったところでございます。 

続きまして６点目の火災の発生についてでございます。この期間２件の発生がございました。（２）

の通報日時の関係でありますが、３月８日月曜日と記載されておりますが、間違いでございます。

水曜日でございますので、まずもって訂正をお願い申し上げたいというふうに思います。１件目の

２月の６日午後７時１９分に神威６４９番地の熊谷信行氏所有のＤ型ハウスより出火との火災通報

がございました。消防車輌５台と本部及び第２分団団員並びに消防署員の出動消火活動によりまし

て午後９時４２分に鎮火をしたところでございます。出火原因については、電気配線の延長コード

とされておりまして焼失程度はＤ型ハウス１棟２９７平方メートルが全焼と報告をされております。 

（２）２点目の関係でありますが、昨日３月の８日午後７時３４分に神威１０９３番地の桑名信

吉氏の所有であります育苗ハウスより出火火災通報がございまして、消防車両４台と第２分団団員

並びに消防署員の出動消化活動によりまして午後９時に鎮火をしたところでございます。火災原因

及び焼失程度については現在調査中でございます。 

続きまして、７点目の国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会の結果についてでございま

す。２月１５日小清水町中央管理所にて開催がされております。記載の平成２８年度の決算見込み

及び事業報告及び緑ダムに係る小水力発電事業の事務委託について協議をしたところでございまし

て、小水力発電事業に係る事業の推進と運営管理に係る事務委託につきましては清里町で行うこと

が決定をされたところでございます。つきましては１市４町での事務委託協定の締結後におきまし

て、事務執行体制と所要の予算等について議会とも十分協議の上に措置してまいりますのでご理解

を賜りたいというふうに存じます。 

続きまして、８点目のオホーツク圏活性化期成会ＪＲ問題に係る意見交換会についてでございま

す。３月１日、北見市のプラザホテルにて開催がされたところでございます。本件につきましては

昨年１２月の２日にＪＲ北海道において、ＪＲ単独では維持が困難な路線として１０路線１３線区

が公表されたことを受けまして、オホーツク圏活性化期成会としての対応方針が協議されたところ

でございますが、国や北海道における公共交通網としての鉄道網の在り方が示されていない中では、

地域として単独で検討協議を進めることはできないこと、また本件については、広域圏全体の課題

であることから活性化期成会において対応することが確認されているところでございます。こうし

た中でありましたが２月７日に北海道において検討しておりました鉄道ネットワークワーキングチ

ームの検討報告書が北海道知事に提出がされまして、路線の特性に応じたそれぞれのあり方が示さ

れましたので、今般先にＪＲ北海道より申し出を受けておりましたＪＲ北海道の経営状況と関係線
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区ごとの収支状況並びに今後の大規模収入の見通しと費用等についての説明をいただき、その後に

北海道から鉄道ネットワークワーキングチームの報告書の内容についての説明を受けたところでご

ざいます。その後さらに活性化期成会での今後の対応について協議が行われております。北海道か

らは荒川副知事が出席をいたしまして先ほど申し上げましたネットワーキングチームの報告書の全

体的な概要説明と北海道として本件については積極的に関わりと役割を担っていくということで表

明がされたところでございます。なお期成会の今後の対応につきましては、石北線釧網線の線区ご

とに部会を設置し、それぞれの線区の特性を踏まえ、存続に向けた有効活用の活用工夫や対応策等

について検討研究をすることとしたところでございます。また、部会の構成や事務局体制及び具体

的な作業日程などにつきましては部会長に一任することとし、石北線の部会長には辻北見市長、釧

網線の部会長には水谷網走市長が選出をされたところでございます。 

次に３ページをご覧ください。９点目の平成２９年斜里地区消防組合議会第１回定例会の結果に

ついてでございます。３月６日斜里町総合庁舎３階議事場で開催がされております。付議事件につ

きましては記載の４件でありまして、いずれも原案通り可決承認がされております。①のオホーツ

ク町村会公平委員会規約の変更にかかる協議につきましては共同設置団体の長たる地方公共団体の

長を清里町長から大空町長に変更するものでございます。②の平成２８年度一般会計補正予算につ

きましては実行補正により１千１５６万円を減額し、予算の総額を１１億３９万９千円としたもの

でございます。③の平成２９年度一般会計補正予算につきましては、当初予算でございまして予算

の総額を７億４千６２４万５千円と定めたものでございます。④のオホーツク町村公平委員会委員

の選任につきましては現委員であります田村昌文氏がこの３月３１日で任期満了となりますので再

任についての同意を求めたものでございます。 

次に１０点目の平成２９年斜里郡３町終末処理事業組合議会第１回定例会の結果についてであり

ます。３月の６日斜里町総合庁舎２階大会議室にて開催されております。付議事件は記載の３件で

ございまして①及び③につきましては消防組合議会と同様の内容でございます。②の平成２９年度

一般会計補正予算につきましては当初予算でございまして予算の総額を９千５７３万５千円と定め

たものでございます。いずれも原案どおりに可決承認がされてございます。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。平成２８年度議決工事の３月１日現

在の進捗状況でございます。保健福祉総合センター発電機設置工事につきましては記載の工期工事

内容により実施がされておりまして、工期のとおりに事業が完了いたしたところでございます。２

１号橋の補修工事につきましても記載の工期工事内容により実施がされております。工期どおりに、

すべてが完了いたしたところでございます。続いて４ページをお開き願います。 

大きな３の主な会議行事等の報告でございます。１点目の平成２８年清里消防団出初式でござい

ますが１月の４日市街地及び生涯学習総合センターで行われてございます。町内外より多くのご来

賓の皆さんのご臨席をいただく中、消防団員をはじめ、町民皆さん１０２名の参加をいただき、分

列行進の後式典におきましては無火災表彰、永年勤続並びに功績表彰等の授与式が行われてござい

まして、盛会のうちに終了いたしたところでございます。 

次に、第３９回まちづくり住民大会についてでございます。２月１８日生涯学習総合センターに

おいて開催がされております。清里町まちづくり運動推進協議会の主催のもと１４０名の町民の皆

さんの参加をいただき、「地域資源を生かしたまちづくりみんなでつくる最も美しい町」をテーマに

基調講演では、ＮＰＯ法人日本で最も美しい村連合の資格審査委員であります山田泰司氏から国際

水準の最も美しい村を目指そうとの御講演をいただいた後、町内でさまざまな地域おこし活動にか
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かわっていただいております４名の皆さんによるパネルディスカッションが行われております。そ

の中でまちづくり事業に係るそれぞれの活動の取り組みと考え方について御提言をいただき、会場

の皆さんとともに新たなまちづくりの可能性や発展性を考える機会とそして第２部では、花と緑と

交流のまちづくり委員会より自治会花壇のガーデンコンテストを表彰と紹介が行われ、すべての行

事が盛会のうちに終了したところでございます。 

次に、日本で最も美しい村連合サポート企業交流会についてでございます。２月の２４日、東京

千代田区の東京会館で開催がされております。サポーター企業６社からの地域連携事業のプレゼン

テーションと清里町を含む６町村からの政策ビジョンのプレゼンテーションが行われ、その後に全

体での意見交流が開催されてございます。当日の参加は２５町村地域から３８名。２０企業から２

７名。そして連合の連名の役員６名、全体７１名の参加でございまして、町のＰＲ宣伝と視察交流

等での来町の働きかけをしたところでございます。 

次に、斜里地区消防組合消防本部消防署庁舎の竣工式についてでございます。かねてより建設整

備が進められておりました斜里地区消防組合本部及び消防署庁舎が完成をいたしましたので３月の

７日、新築されました消防庁舎におきまして武部新衆議院議員、高橋文明北海道議会議員をはじめ

消防組合議会議員、消防団団長、消防長、消防署長、歴代の消防幹部職員、そして工事事業関係者

の皆さんのご臨席をいただき竣工式が執り行われたものでございます。主催者の斜里地区消防組合

管理者であります斜里町長からの挨拶に続き、来賓の祝辞そしてオープンのテープカット及び内覧

会が行われ、終了をいたしたところでございます。以上申し上げまして町長の一般行政報告といた

します。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の町長の行政報告を聞きまして、８番のＪＲとの意見交換会について質疑をしたいと思います

が、活性化期成会ということでオホーツク圏内の首長さんが全員集まって協議しているということ

だと思うんですが、実はこのＪＲの問題というのはなかなか難しい問題があろうかと思いますが、

オホーツク活性化期成会と言いましても皆さんそれぞれ立場状況が違うと思うんですよ。そういっ

た中において特にこの釧網線である網走釧路間の問題、ＪＲの方でもどうしようか悩んでいる路線

かなというふうに私自身も思うんですが、この路線に関して網走市長それから斜里町長、我が町の

清里町、小清水町と絡んでくるところは限られてくると思うんですが、こういう意見会の中で清里

町としてどういった意見を申し述べてきたのか、差し支えなければお伺いしたいと思うんですが。 

 

○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ございますが、基本的にはそれぞれ、この管内には釧網線そして石北線の２

路線があるわけであります。先ほども申し上げましたように、この課題については圏域全体での課

題であるという認識でございますから、それぞれの個々の対応については、これからということに
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なってまいります。ですから全体の中で全体の考え方として存続に向けた現状での体制をどういう

ふうにして維持できるかということについての議論はされておりますが、個々の区域ごとの線区ご

との沿線自治体の考え方を申し上げている場ではないということでありますので、今後具体的な中

で石北線それから釧網線の部会が出来てまいりますので、そこでも総体の考え方になりますから、

沿線の考え方の利用に向けた存続に向けた利活用がどういうことが考えられるかとかそういうよう

な議論がされていくんではないだろうかというふうに理解をしております。清里町としては、そう

した全体の中での存続に向けた全体での考え方をという中で同じ気持ちでおりますので理解を賜り

たいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 もう１点だけお伺いをしたいと思うんですが、これは首長さんが全員集まって意見交換会という

ことなんですが今後ＪＲ側と協議していくということになろうかと思うんですが、これは２９年度

中に結論を出すという方向でＪＲ側と協議をしていくというふうに捉えてよろしいんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本件については部会を設けて勉強検討していくということで、あくまでも北海道との間で北海道

全体の部分をまずやっていくと。いきなりＪＲと協議をしていくということではない。ＪＲと協議

をするという部会ではないということで御理解ください。まずその前に北海道と国や北海道を考え

方が決まらないと、どうしてもやはりＪＲと直接的なやり方ができないということでの中でありま

す。それからこの活性化というのは首長もそうですが、管内全体の市町村の首長プラス議長という

ことで構成がされている団体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） 

 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、主な会議行事等の報告であります。 

１点目、冬休み学習サポート教室について。本年度夏休みに続いて２回目となります児童生徒の

基礎学力の定着と受験等に向けた学力向上を目指し、冬休み学習サポート教室が開催されました。

今回は、小中高校それぞれ開催日が分かれての実施となり、記載のとおり２日間から４日間の日程
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で行われ、小中高校生合わせて１４３名が出席参加いたしました。この他に清里高校生４名が小学

生に対する指導のボランティアとして参加をしております。 

２点目、平成２９年清里町成人式について。１月５日プラネットにおいて新成人対象者４５名の

うち３３名の出席のもと開催され、主催者式辞、来賓祝辞の後、新成人が一人ずつ二十歳の誓いを

述べました。また式終了後には新成人自ら組織する実行委員会主催による祝賀会が行われました。 

３点目コミュニティスクール研修会並びにフォーラムについて。１月３０日プラネットにおいて、

平成２９年度に清里町の小中学校に導入を予定しておりますコミュニティースクール制度について

の研修会並びにフォーラムを開催しました。日中午後３時からは、町内小中学校教職員を対象に、

夜７時からは一般町民を対象に開催し、講師として北海道コミュニティスクールアドバイザーで、

この制度の先進地である登別市教育委員会主幹の桜井貴志氏より地域とともにある学校づくりにつ

いてご講演をいただきました。 

次に２ページをご覧ください。４点目、小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業地域報告会に

ついて。小中高一貫ふるさとキャリア教育事業につきましては、地域の未来を担う人材を育成する

ため、町や地域の企業などの支援を受けながら小中高連携したキャリア教育に取り組むもので、平

成２７年度より３年間、全道１４管内において、それぞれ１地域ずつ北海道教育委員会より研究指

定校として指定を受け実施している事業であり、オホーツク管内においては清里小学校、清里中学

校、清里高校が指定を受け実施をしております。今回の報告会では子どもたちが地元の食材を活用

して開発したレシピとして小学生は甜菜糖を使ったクッキーを、中学生は小麦を使ったピザを、高

校生はジャガイモを使ったコロッケのサンドイッチを出品し試食会が行われるとともに、それぞれ

２年間の本事業の取り組み内容を子ども達から発表いたしました。また清里町出身の拓殖大学客員

教授木本あきら氏による四半世紀の海外生活から見たふるさと清里の魅力と題した御講演をいただ

き、町内小中高校の児童生徒、教職員、保護者、一般町民、オホーツク教育局職員等合わせて１０

９名の参加により行われました。 

５点目、平成２８年度ことぶき大学修了式について。３月３日、プラネットにおいて開催され、

修了証書の授与並びに各種表彰として皆勤賞及び精勤賞が授与されました。本年度は修了生６０名

であり平均年齢は７７．６歳。最高齢は９７歳という構成の中、年間で計３３回の講座等を実施い

たしました。 

続いて大きな２、教育委員会の開催状況であります。平成２９年第１回教育委員会が１月１９日、

第２回が２月２７日に開催され、それぞれ記載の案件について審議、決定されております。 

続いて３ページへ参りまして、大きな３、その他の１、全道全国大会の出場入賞結果等について

であります。本年１月から３月にかけまして（１）（４）（５）（６）に記載のとおり、本町の小中学

生がスケート水泳スキーの各競技において、全道大会に出場をしております。さらに（３）に記載

のとおり清里中学校１年居城真衣さんが（１）記載の全道予選を突破し、２月４日から７日に長野

市で行われました第３７回全国中学スケート大会に出場をいたしました。また一般成人におきまし

ては（２）に記載のとおり清里町プライズクラブが北海道青年農業者会議において優秀な成績をお

さめております。 

以上各大会ごとの詳細につきましては、御説明を省略させていただきますが、いずれの大会にお

きましても、皆さん管内及び全道の代表として力いっぱい健闘し活躍をしてきております。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。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今報告いただきました中でコミュニティスクール研修会フォーラムということで、この内容につ

いては私も参加させていただきまして、私なりにコミュニティスクールという枠組みがどういうこ

とかというのを多少なり勉強させていただきました。私はまさしくここは粛々と関係者だけでこの

組織をつくっていきますよってことで良いんだろうかというのが第一印象でございます。もう少し

しっかりとした将来の町民がどう関わり合うか、ビジョンをきちんと枠組みをつくって進んでいく

べきじゃないかと思っております。その中でこの中に一般２０名って書かれていますけども、現実

はそういうことじゃない。それだけ町民が全く関心が無いことを教育関係者だけでこの枠組みを作

っていって良いんだろうかということに多少疑問がありますので、その辺の説明をもう一回しっか

りしていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 このコミュニティスクール制度につきましては、学校運営協議会と言います、いわば学校全体に

ついて保護者、地域、教職員、行政等も含めた中で、今後の学校運営をどういうふうにしていくか

ということを論議し、そしてそこで話し合われた内容について校長がリーダーシップを取りながら

学校運営を進めていくということで文部科学省の方から全国的に推進を奨励されている制度でござ

います。この制度を行うことによりまして学校運営において教員のみならず地域の方々の協力を得

ながら子どもたちの教育推進をしていく。例えば、補習的な学習について地域の協力していただけ

る方に一緒に入っていただきながら指導を行っていく。またはいろんな運動会ですとか行事関係に

つきまして準備等において地域の方々の御協力をいただく。基本的なその学校のあり方、子どもた

ちの教育の進め方についてきちっと学校運営協議会の中で住民の方も入れながら、方針を定めてい

くということで進めるものでございまして、そういったこの枠組みを、コミュニティスクール制度、

学校運営協議会というもので形を作っていくものでございます。 

現実的に本町におきましては各小中学校地域の方々の協力もいただきながら、また保護者の方の

協力をいただきながら、学校運営を進めているところでございますけれども、これをさらに推し進

めて学校校長先生をはじめ教職員も人事異動等で入れ替わる中、そういった流れをしっかりと引き

続けていくという意味で地域全体で学校を支えていくという仕組みでございますので、忙しい教職

員の皆様方の少しでも手助けとなって、そして先生の時間をつくることで子どもたちとしっかり向

き合うことが出来るように、この制度を推進することによりまして、よりきめ細やかな指導、教育

が出来ると考えております。 

先日のフォーラムにおきましては議員おっしゃるとおり教職員のほか、一般の参加の方々が少な

かったということがございます。これにつきましては開催にあたっての周知不足というところもあ

ったかというふうに思います。この制度につきましては２９年度からこの枠組みを設置いたしまし
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てその協議会の中でもどういった今後の学校をつくっていくかということも含めて、これからとも

に地域の方々も参加をしていただきながら話し合って進めていきたいというふうに考えております

ので御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６  諮問第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由のご説明を

申し上げます。本件につきましては、現在委員をされております山本眞弓氏が平成２９年３月３１

日をもって任期満了となりますので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、引き続き山本眞

弓氏を人権擁護委員候補者として推薦することについて議会の意見を求めるものでございます。 

人権擁護委員法第６条第３項の規定につきましては、町長は法務大臣に対し、人格、識見高く、

広く社会の実情に通じ人権擁護について理解のあるものの中から議会の意見を聞いて候補者の推薦

をしなければならないとそうしたものでございます。 

山本眞弓氏は札弦町４０番地にお住まいで、昭和２５年１２月３日生まれの満６６歳の方でござ

います。人権擁護委員候補者として推薦をいたしたく満場でのご同意を賜りますよう、よろしくお

願いを申し上げます。 

なお、任期につきましては平成２９年７月１日から平成３２年６月３０日までの３年間でござい

まして新任期までは任期残任期間ということでなってございます。次のページに履歴等について記

載をいたしてございますのでご参照いただきたいと存じます。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○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。 

 本件については、議会先例により、討論を省略します。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、諮問第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。 
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 したがって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案のとおり同意することに

決定しました。 

 

●日程第７  同意第１号～１４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 同意第１号から日程第２０ 同意第１４号まで清里町農業委員会委員の任命について

を一括議題とします。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７ 同意第１号から日程第２０号 同意第１４号までを一括議題といたしま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 提案理由の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま一括上程をいただきました、同意第１号 清里町農業委員会委員の任命について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては改正農業委員会法を含む、農業協同組合法の一部を改正する法律が平成２７

年９月４日に公布をされ、農業委員会の選出方法が従前の選挙制と市町村長の選任制の併用から市

町村長の任命制に変更となってございまして、平成２８年４月１日より施行がされてございます。 

つきましては、改正前農業委員会法により選出をされました現在の農業委員がこの３月１８日に

任期満了となりますので、今般、改正農業委員会法第８条第１項の規定により、森本宏氏を農業委

員会委員に任命をいたしたく、議会の同意を求めるものでございます。 

改正農業委員会法第８条の規定は、委員は農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適化の

推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことが

出来る者のうちから市町村長が議会の同意を得て任命するとそうした規定でございます。 

森本宏氏は向陽３８３番地にお住まいの認定農業者でございまして、昭和３８年７月３１日生ま

れの満５３歳の方でございます。なお、履歴などにつきましては、次のページに記載をいたしてお

りますのでご参照いただきたいと存じます。任期につきましては平成２９年３月１９日から平成３

２年３月１８日までの３年間でございます。 

続きまして、次のページになります。既に上程をされております、同意第２号 清里町農業委員

会委員の任命について、新井大介氏を委員に任命をいたしたく議会の同意を求めるものでございま

す。新井大介氏は、清泉４１番地にお住まいの認定農業者でございまして、昭和３４年６月２３日

生まれの満５７歳の方でございます。履歴については次のページをご覧いただきたいと思います。

なお、任期については同じく３年間でございます。 

続きまして、既に上程の同意第３号 清里町農業委員会委員の任命について岡本勝弘氏を委員に

任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。岡本勝弘氏は向陽３７３番地にお住まいの

認定農業者の方でございまして、昭和４５年１月１日生まれ、満４７歳でございます。履歴等につ
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いては次のページをご覧いただきたいと存じます。任期も同じく３年間でございます。 

続きまして、既に上程の同意第４号 清里町農業委員会委員の任命について、青野徹氏を委員に

任命をいたしたく議会の同意を求めるものでございます。青野徹氏は江南３６４番地にお住まいの

認定農業者でございまして、昭和４３年１月３０日生まれの満４９歳の方でございます。履歴につ

きましては次のページをご覧いただきたいと存じます。なお、任期は同じく３年間でございます。 

続きまして、既に上程の同意第５号 清里町農業委員会委員の任命について、輿水薫氏を委員に

任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。輿水薫氏は札弦町１４６番地にお住まいの

認定農業者でございまして昭和３５年３月１５日生まれの満５６歳の方でございます。履歴につい

ては次のページをご参照いただきたいと存じます。なお任期は同じく３年間でございます。 

続きまして、既に上程の同意第６号 清里町農業委員会委員の任命について、柳谷克彦氏を委員

に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。柳谷克彦氏は羽衣町４２番地にお住まい

の認定農業者でございまして昭和４０年９月１６日生まれの満５１歳の方でございます。履歴につ

きましては、次のページをご参照いただきたいと思います。なお、任期については同じく３年間で

ございます。 

続きまして、既に上程の同意第７号、清里町農業委員会委員の任命について、寺島和男氏を委員

に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。寺島和男氏は神威１０１６番地にお住ま

いの認定農業者の方でございまして、昭和３３年１２月２日生まれ、満５８歳の方でございます。

履歴につきましては、次のページをご参照いただきたいと思います。なお、任期につきましても、

同じく３年間でございます。 

次に既に上程の同意第８号、同じく農業委員会委員の任命についてでございます。佐藤均氏を委

員に任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。佐藤均氏は向陽１６８番地にお住ま

いの認定農業者の方でございます。昭和３６年４月１６日生まれ、満５５歳でございます。履歴等

につきましては次のページをご覧いただきたいと存じます。なお、任期は３年間でございます。 

次に既に上程をされております、同意第９号 清里町農業委員会委員の任命について、安田貴史

氏を委員に任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。安田貴史氏は、上斜里３５７

番地にお住まいの認定農業者でございまして昭和３４年５月１３日生まれの満５７歳の方でござい

ます。履歴については次のページをご覧いただきたいと存じます。なお、任期につきましては同じ

く３年間でございます。 

続きまして既に上程の同意第１０号、清里町農業委員会委員の任命について、太田智美氏を委員

に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。太田智美氏は羽衣町６４番地にお住まい

で、清里町農民連盟にお勤めでございます。昭和４５年１０月２５日生まれの満４６歳の方でござ

います。履歴につきましては次のページをご覧いただきたいと思います。なお太田氏は、利害関係

を有しない者が含まれるようにしなければならないとする法規定に基づき任命をするものでござい

ます。任期は同じく３年間でございます。 

続きまして、すでに上程の同意第１１号 清里町農業委員会委員の任命について、茂木祐一氏を

委員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。茂木祐一氏は上斜里７２５番地にお

住まいの認定農業者であり、昭和３６年８月２１日生まれの満５５歳の方でございます。履歴につ

きましては次のページをご覧いただきたいと存じます。なお、任期は同じく３年間でございます。 

次に、既に上程の同意第１２号 清里町農業委員会委員の任命について、河西富士夫氏を委員に

任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。河西富士夫氏は神威１０９１番地にお住ま
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いの認定農業者の方であり、昭和３５年６月２５日生まれの満５６歳の方でございます。履歴等に

つきましては次のページをご覧いただきたいと存じます。なお、任期につきましては同じく３年間

でございます。 

続きまして、既に上程の同意第１３号 清里町農業委員会委員の任命について、五味定信氏を委

員に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。五味定信氏は上斜里２７６番地にお住

まいの認定農業者の方であり、昭和３５年９月２６日生まれの満５６歳の方であります。履歴につ

きましては次のページをご覧いただきたいと存じます。なお、任期につきましては、同じく３年間

でございます。 

続きまして既に上程の同意第１４号 清里町農業委員会委員の任命について、山本敏夫氏を委員

に任命いたしたく議会の同意を求めるものでございます。山本敏夫氏は、向陽６７８番地にお住ま

いの認定農業者でございまして昭和３１年３月３日生まれの満６１歳の方でございます。履歴等に

つきましては次のページをご覧いただきたいと存じます。なお、任期につきましては同じく３年間

でございます。以上、全委員につきまして一括説明をさせていただきました。満場でのご同意を賜

りますようお願いを申し上げ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。 

 これから同意第１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、同意第１号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第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、同意第２号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 
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○議長（田中誠君） 

これから同意第３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり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、同意第３号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第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、同意第４号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第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、同意第５号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第６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、同意第６号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり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、同意第７号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 
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○議長（田中誠君） 

これから同意第８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、同意第８号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第９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、同意第９号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第１０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、同意第１０号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第１１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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、同意第１１号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第１２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、同意第１２号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 
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○議長（田中誠君） 

これから同意第１３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、同意第１３号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから同意第１４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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、同意第１４号 清里町農業委員会委員の任命は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２１  同意第１５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２１ 同意第１５号 オホーツク町村公平委員会委員の選任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。副町長宇野 充君。 

 

○副町長（宇野 充君） 

ただいま上程されました、同意第１５号、オホーツク町村公平委員会の委員の選任について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

オホーツク管内の町村で共同設置をしております３名の公平委員会委員のうち田村昌文氏が３月

末日をもって任期満了となりますので、引き続き田村昌文氏を委員として選任いたしたく、地方公

務員法第９条の２第２項及びオホーツク町村公平委員会規約第３条第１項の規定に基づき、議会の

同意を求めるものでございます。 

地方公務員法第９条の２第２項は、委員は議会の同意を得た上、地方公共団体の長が選任すると

した規定でございます。また公平委員会規約第３条第１項は、委員は関係町村長及び一部事務組合

長が協議によって定めた候補者について、関係町村長が当該関係町村等の議会の同意を得たうえ、

共同設置団体長たる地方公共団体の長が選任するとした規定でございます。田村昌文氏は、置戸町

在住で昭和２３年生まれの満６８歳の方でございます。同氏の履歴の詳細につきましては別紙に記

載のとおりでありますので、ご覧いただきたいと存じます。議員各位の満場でのご同意を賜ります

よう、よろしくお願い申しげます。 

なお、委員の任期は平成２９年４月１日から平成３３年３月３１日までの４年間でございます。

以上で説明を終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                          （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 本件については、議会先例により、討論を省略します。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、同意第１５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、同意第１５号 オホーツク町村公平委員会委員の選任については、原案のとおり同

意することに決定されました。 

 

●日程第２２ 議案第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２２ 議案第１号 オホーツク町村公平委員会規約の一部を変更する規約を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第１号 オホーツク町村公平委員会規約の一部を変更する規約につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、オホーツク町村公平委員会の共同設置、地方公共団体長の変更並びに地方

公務員法の一部改正による引用条項の変更に伴い、規約の一部変更について、地方自治法の定めに

より議会の議決を求めるものでございます。 

それでは別冊の審議資料１ページをお開きください。第３条第１項中、「清里町（以下「共同設置

団体長たる地方公共団体」という。）の長」を「大空町（以下「共同設置団体長たる地方公共団体」

という。）の長」に改めます。また、第５条中、「法第８条第５項」を「法第８条第６項」に改める

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

明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） 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１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１号 オホーツク町村公平委員会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２３  議案第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２３ 議案第３号 清里町防災会議条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第３号 清里町防災会議条例の一部を改正する条例につきまして提

案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、災害基本法を参酌し、防災会議における所掌事務の内容を改正するもので

ございます。別冊の審議資料４ページをお開きください。改正後の内容について御説明申し上げま

す。第２条中第２号を、町長の諮問に応じて町の地域にかかる防災に関する重要事項を審議するこ

とに改め、第３号を第４号に繰り下げ、第２号の次に第３号として前号に規定する重要事項に関し、

町長に意見を述べることを加えるものでございます。 

附則につきましては施行期日を定めるものでございます。以上で提案理由の説明を終らさせてい

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。 

                               （賛成者起立） 

 



21 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３号 清里町防災会議条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決され

ました。 

 

●日程第２４  議案第４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２４ 議案第４号 清里町簡易水道条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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４号 清里町簡易水道条例の一部を改正する条例について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正につきましては、国が進める簡易水道事業の統合、認可変更に伴い、現行の第１、

第２簡易水道事業として、個々に認可されている事業を清里町簡易水道事業に統合することにより

関連条項の一部改正を行うものです。 

それでは審議資料の新旧対照表により改正内容をご説明申し上げますので、審議資料の５ページ

をご覧ください。改正後の条例によりご説明申し上げます。水道施設の設置を定める第１条の２、

第２項につきましては、第１、第２簡易水道事業とした施設の名称を第１地区、第２地区簡易水道

施設に改めるものです。給水区域を定める第２条につきましては、区域の詳細を個々に示す別表第

３第４を第３に集約し、別表第４を削除するものです。 

計画給水人口及び１日最大給水量を定める第２条の２につきましては、第１、第２簡易水道事業

を清里町簡易水道事業に一本化し、計画給水人口を２千９６０人。１日の最大給水量を１千６８０

立方メートルと定めるものです。第２３条から６ページとなります。第２９条につきましては、別

表第４の削除に伴う表番号の繰り上げ表記となっております。 

続いて別表につきましては、先ほどご説明いたしました通り、７ページの別表第４を削除し、以

下の表番号を繰り上げるものです。 

附則につきましては、施行日を現在進めております北海道知事の変更認可のあった日としており

ます。以上提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                                                     （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 
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 これから、議案第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、議案第４号 清里町簡易水道条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決され

ました。 

 

●日程第２５  議案第５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２５ 議案第５号 清里町災害対策本部条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第５号 清里町災害対策本部条例の一部を改正する条例につきまし

て提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、災害対策基本法の改正による引用条項の変更等に伴い、条例の一部を改正

するものでございます。次のページをご覧いただきたいと思います。 

改正事項につきましては第１条中、第２３条第６項を、第２３条の２第８項に改め、第４条中、

前各号をこの条例に改めるものでございます。附則につきましては施行期日を定めるものでござい

ます。以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                          （「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、議案第５号 清里町災害対策本部条例の一部を改正する条例については、原案のと

おり可決されました。 
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●日程第２６  議案第６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２６ 議案第６号 清里町税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今上程されました、議案第６号 清里町税条例等の一部を改正する条例につきまして、提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法

の一部を改正する法律等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令の一部を改

正する政令及び特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴い、清里町税条例等の一部

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９

ページお開きください。 

９ページは改正の要旨、１０ページから１５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９ページの要旨によりご説明申し上げま

す。改正の要旨については法律及び政令の施行に伴うものでございます。改正の概要につきまして

は、表に記載しておりますとおり、一番上の清里町税条例第３６条の２においては、特定非営利活

動促進法の一部を改正する法律の施行により改正される地方税法第３１７条の２の改正により、仮

認定特定非活動法人から特例認定特定非営利活動法人へ名称変更による規定の改正を行うものでご

ざいます。同附則第７条の３の２においては地方税法附則第５条の４の２の改正に伴い、個人住民

税における住宅ローン控除制度の適用期限を２年間延長するものでございます。同附則第１０条の

２第６号については、都市再生緊急整備地域内において認定を受けた民間都市開発事業者が取得し

た公共施設等施設等に要する家屋および償却資産に対して、法律の定めにより町で定めることので

きる軽減の率を５分の３から２分の１に改めるものでございます。 

同附則第１６条においては、平成２８年、改正地方税法第１条の２中、附則第３０条の改正によ

り軽自動車のグリーン化特例の１年間延長に伴う規定の整備を行うものでございます。 

平成２８年改正条例附則第１条第４号につきましては、地方税法３１４条の４の改正により法人

住民税法人割の税率の引き下げの時期が変更になったことに伴い、施行期日を平成３１年１０月１

日に変更するものでございます。１５ページをご覧ください。１５ページの附則につきましては、

施行期日について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） 
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○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６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６号 清里町税条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決

されました。 

 

●日程第２７  議案第７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２７ 議案第７号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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７号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例について、提案

理由をご説明申し上げます。 

今回の条例改正は１点目としまして、第１号被保険者の保険料段階の判定に合計所得金額から長

期譲渡所得、短期譲渡所得の特別控除の額を控除した額を用いるように改正するものです。現行制

度では保険料段階を判定する合計所得金額に、土地を譲渡した場合に生じる収入等に対する特別控

除が適用されていないため、譲渡した年の翌年の介護保険料が高額になる場合がございました。土

地の売却などには災害や土地収用等本人の責めに帰さない理由による場合もあるため、それらを所

得として取り扱わないこととするよう、国が法令を改正いたしました。これを受け条例を改正し、

譲渡所得の特別控除を適用するものであります。 

２点目としまして低所得の第１号被保険者について、保険料の軽減を平成２９年度まで現行と同

じ率とするように改正するものです。現在低所得者の属する介護保険料第１段階の方には、全額２

千９７０円基準額の０．０５％を軽減しております。さらに２９年４月からの消費税１０％引き上

げによる公費を投入し、第２段階、第３段階の方にも軽減を拡大する予定でございました。しかし

消費税の引き上げが延期されたため、軽減の拡大も平成２９年度については行わず、現行の第１段

階の方のみの軽減を継続することと国において決定されました。そのため条例を改正し、現行の軽

減を平成２９年度まで継続するものであります。 

次のページをお開き願います。改正は制定条例附則に第７条として議案書の１条を追加するもの

であります。次のページ、改正条例の附則においては、改正条例の施行期日を平成２９年４月１日

とするものであります。以上で清里町介護保険条例の一部を改正する条例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） 
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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、議案第７号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり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７号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例については、原案のとおり

可決されました。ここで１１時まで休憩します。 

 

休憩 午前10時52分 

再開 午前11時00分 

 

●日程第２８  議案第８号 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第２８ 議案第８号 清里町普通河川条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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８号 清里町普通河川条例の一部を改正する条例について、提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正につきましては町が管理する普通河川の許可行為について、国が行った河川法の

改正に準じ許可を受けた水利使用への発電のための占用登録を可能とする関連条項の一部改正を行

うものです。それでは審議資料の新旧対照表により改正内容ご説明申し上げますので、審議資料の

１８ページをご覧ください。 

改正後の条例によりご説明申し上げます。許可を要する行為を定める第８条第１項第１号につき

ましては発電のための流水の占用は１条によることとし、給水の占用の登録を定める第８条の２に

より既に許可を受けた水利使用への発電のための河川の流水占用の登録を加えております。さらに、

第８条の３により登録の実施にあたる事項、第８条の４により登録の拒否に該当する事項を定めて

おります。 

１９ページをご覧ください。権利譲渡の承認を定める第１０条につきましては、第２項として、

第８条の３、第８条の４の規定にも準用することを加えております。第１１条から２１ページの第

２２条につきましては、占用の登録に関する条項を加えることに伴い、関連する条項への文言の整

理となっております。２２ページ。附則につきましては施行日を平成２９年４月１日としておりま

す。以上提案理由の説明とさせていただきます。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                            （「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８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８号 清里町普通河川条例の一部を改正する条例については、原案のとおり

可決されました。 

 

●日程第２９  議案第９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２９ 議案第９号 清里町流水占用料等徴収条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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９号 清里町流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例につい

て提案理由のご説明を申し上げます。今回の条例改正につきましては、清里町普通河川条例に流水

の占用の登録に関する条項を加えることに伴い、流水占用料等の対象とするための関連条項の一部

改正を行うものです。それでは審議資料の新旧対照表により改正内容をご説明いたしますので、審

議資料の２３ページをご覧ください。 

改正後の条例によりご説明申し上げます。流水占用料等の徴収を定めた第２条第１項につきまし

ては徴収対象に、発電のために流水の占用の登録を受けたものを加え、流水占用料の減免を定めた

第３条第１項におきましても同様に減免対象に加えております。附則につきましては施行日を平成

２９年４月１日としております。以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                             （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 
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 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９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９号 清里町流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第３０ 議案第１０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３０ 議案第１０号 清里町土地開発基金条例を廃止する条例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。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、議案第１０号 清里町土地開発基金条例を廃止する条例について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては清里町土地開発基金条例を廃止することにつきまして議会の議決を求めるも

のでございます。次のページをお開きください。 

本件の廃止の理由といたしましては、公共用に供する土地の取得は一定程度、充足しているなど

のことから当該基金条例を廃止するものでございます。附則につきましては施行期日を定めるもの

でございます。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○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、議案第１０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。 
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 したがって、議案第１０号 清里町土地開発基金条例を廃止する条例については、原案のとおり

可決されました。 

 

●日程第３１  議案第１１号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第３１ 議案第１１号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更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。企画政策課長。 

 

○企画政策課長(本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、議案第１１号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、提

案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては計画の変更にあたり、過疎地域自立促進特別

措置法第６条第７項において、準用する同条第１項の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。なお同法第６条第７項においては、市町村計画の変更の準用を規定しており、同条第１項に

おいては議会の議決を規定しております。また同法第６条第４項に規定される変更にあたっての北

海道との事前協議につきましては、すでに２月１７日付けをもちまして終了してございます。今回

の変更は、平成２９年度以降の実施する事業において過疎債の発行が見込まれることから計画の変

更を行うものでございます。それでは変更内容につきましては審議資料の新旧対照表にてご説明申

し上げますので審議資料の２４ページをご覧ください。 

変更後の表でご説明申し上げます。左側の変更後の計画をご覧ください。記載されている「６、

医療確保（２）その他の対策」に③として町内医療体制の確保を加え、表の事業内容に「診療所対

策事業の必要性、町内医療体制を確保するために必要。事業の効果、医療体制の確保により安心安

全な地域生活の提供を図られる。」を加えるものでございます。 

２５ページをご覧ください。記載されている、「７、教育振興に係る（２）その他の対策の①、学

校教育の振興と施設整備の促進」に、「キ、安心して子どもを産み育てるための支援」を加え、２６

ページをご覧ください。表の事業内容に「給食支援事業の必要性、安心して子どもを産み育てやす

い環境づくりのために必要。事業の効果、保護者の経済的負担の軽減が図られる。」を加えるもので

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、議案第１１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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、議案第１１号 清里町過疎地域自立促進市町村計画の変更については、原案のとお

り可決されました。 

 

●日程第３２  議案第１２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３２ 議案第１２号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第８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） 

 ただ今上程されました、議案第１２号 平成２８年度清里町一般会計補正予算第８号について、

提案理由のご説明を申し上げます。補正予算の総額は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それ

ぞれ５千３５６万４千円を追加し、予算の総額を５２億５千５８０万７千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、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条の繰越

明許費、第３条の地方債の補正につきましては議案書を３枚おめくりいただきたいと存じます。 

第２表繰越明許費につきましては、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６４１万３千円。９款教育費、１項教育総務費、教職員住宅整備事業３千６４万円に

つきましては、今般の国の補正予算に対応するものであり翌年度に繰り越すものでございます。次

のページをご覧ください。 

第３表地方債の補正につきましては、１の追加では道路災害復旧事業債として６９０万円。ケア

ハウス整備事業債として３千２７０万円。教職員住宅整備事業債として３千１７０万円を追加する

ものでございます。２の変更では、臨時財政対策債から緑スキー場圧雪車更新事業債まで７事業に

おいて需用費の確定に伴い、それぞれ限度額を変更するものでございまして、７事業の総額で２千

３２０万円を減額するものでございます。 

今回の補正につきまして、歳入では町税の賦課額確定による補正及び特定財源並びに一般財源の

確定による補正と共に各事業財源及び町債の調整を行うものでございます。歳出につきましては実

行予算に基づく事業費の精算物件費等の不用額の減額、また事業執行残、国庫補助金等の確定に基

づき公共施設整備基金などへの積立を行ってまいります。さらには国の平成２８年度補正による追

加的事業の増額補正を行うものでございます。なお特別交付税など歳入の未確定のものや今後執行

される事業の歳入歳出の確定処理が伴うものにつきましては、必要に応じ３月末日をもって専決処

分の処置をさせていただきますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

それでは、歳入歳出補正予算の内容について御説明申し上げます。始めに今回補正提案させてい

ただく主な事業の内容につきましてご説明申し上げますので、別冊の審議資料を御用意ください。

審議資料の２７ページをお開きください。それでは補正予算の主な事業について御説明申し上げま

す。なお、補正額内の上段のカッコ内の数字は補正後の当該事業の予算総額であり、財源につきま

しては資料に記載しておりますので特異的なもの以外は説明を省略させていただきます。 

２款総務費、財産管理費の基金管理運用事業につきましては、町への寄付金２件、１１０万円を
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財政調整基金積立金に積立。今後の公共施設等の整備及び修繕等に備え、公共施設整備基金に２億

３千２９８万５千円の積立。介護老人保健施設介護収入減に伴い、減債基金積立金は１千３６０万

２千円の減額。ふるさと事業基金積立金に係るふるさと寄附金、いわゆるふるさと納税分として６

７５万円。皆伐事業の流木売払い収入分として１２７万９千円。それぞれ積立を行うものであり、

２億２千８５１万２千円を補正するものでございます。総合戦略事業費の清里高校総合支援対策事

業につきましては、入学支度金４１０万円の追加と通学バス業務委託料と既存の支援対策事業費補

助が確定いたしましたので、合わせて２００万円を減額、総額で２１０万円を増額補正するもので

ございます。 

３款民生費、介護保険事業特別会計繰出金事業につきましては、給付及び事務実績に基づき２５

３万４千円を増額補正するものでございます。 

７款土木費道路新設改良費の道路新設改良事業につきましては、事業実績に伴い委託料、工事請

負費、公有財産購入費、補償補填費及び賠償費合わせて８千４３５万９千円を減額補正するもので

ございます。 

９款教育費、教育諸費の教職員住宅整備事業につきましては、国の交付金活用により清里小学校

周辺に今年度２棟目となる教職員住宅を追加新設するものであり、施工監理業務委託料１３４万円、

工事請負費２千９３０万円を増額し、また、今年度１棟目として建設建設いたしました需用費が確

定しておりますので２００万円を減額し、総額では２千８６４万円増額補正するものでございます。

なおこの事業につきましては、平成２９年度への繰越事業として行ってまいります。 

それでは続きまして、事項別明細書により款項区分による補正予算の内容につきましてご説明申

し上げますので別冊の補正予算に関する説明書を御用意いただきたいと存じます。１４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、審議資料において御説明申し上げました事業につ

きましては説明を省略させていただき、特異的な事項のみご説明申し上げますので御了承いただき

たいと存じます。また、特定財源の内訳につきましても詳細費目が記載されておりますので省略さ

せていただきます。なお説明につきましては慣例により目ごとの説明とさせていただきます。 

２款総務費、１項給与費、１目職員給与費につきましては、一般職の共済組合負担金を減額補正

するものでございます。減額額は６５０万円でございます。１５ページをご覧ください。２項総務

管理費、１目一般管理費につきましては、総務事務費の不要額の減額及びハイヤー借上げに伴う自

動車借り上げ料の増額、普通旅費の減額、社会保障税番号制度導入事業関連に伴うシステム改修及

び国への負担金、カード関連事務委託負担金にかかる費用の総額、合わせて１５１万５千円を増額

補正するものでございます。２目財産管理費につきましては、先に審議資料にてご説明いたしまし

ましたので省略させていただきます。１６ページをお開きください。３目施設管理費につきまして

は、財源振替を行うものでございます。５目自治振興費から１７ページの１４目総合庁舎管理費に

つきましては、不用額及び入札執行残の減額でありまして自治振興費は４００万円、町有管理費は

５１６万７千円、緑センター費は２１万９千円、職員福利厚生費は２０９万４千円、総合庁舎管理

費は１５万円。それぞれ減額補正するものでございます。１５目行政情報システム管理費につきま

しては道路工事等による光ファイバー移設工事として１１０万円を増額補正するものでございます。

３項開発促進費、１目企画振興費につきましても、不用額及び入札執行残の減額補正でございます。

１８ページをお開きください。２目土地利用計画費につきましては、財源振替を行うものでござい

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につきましては不用額

を減額補正するものでございます。５項徴税費、１目徴税費から１９ページ。８項統計調査費、１



31 

目各種統計調査費につきましては財源振替を行うものでございます。１０項総合戦略費、１目総合

戦略事業費につきましては不用額の減額と先にご説明申し上げました清里高校１年生の入学支度金

にかかる報奨金の増額、合わせて１千６７３万４千円を減額補正するものでございます。 

２０ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費につきまして

は臨時福祉給付金申請者の減による臨時福祉給付金の減額が主な要因でございまして、１１９万５

千円を減額補正するものでございます。２目障害者自立支援費につきましては、各支援事業の利用

者見込数の変動に伴い、各給付費をそれぞれ増額補正するものであり、合計４６９万５千円を減額

補正するものでございます。２２ページをご覧ください。３目福祉サービス事業費につきましては、

入院入所などによる利用者数の減に伴う送迎サービス事業委託料を減額するのが主な要因であり１

４１万８千円を減額補正するものでございます。４目老人福祉につきましては老健きよさと運営事

業費は、運営業務委託料の実績見込みによる減、介護保険事業特別会計繰出事業費は先に審議資料

にて御説明申し上げましたので省略をさせていただきます。ケアハウス整備事業費は実施設計委託

料及び樹木移設工事の入札執行残等による減額が主な要因でありまして合計２０９万２千円を減額

補正するものでございます。２３ページをご覧ください。５目国民年金事務費につきましては、財

源振替を行うものでございます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費につきましては、斜里地域

子ども通園センター運営負担金は入所人数の増による増額、児童手当支給事業費は実績の減により

減額するものであり、合計３１７万円を減額補正するものでございます。２目保育所費につきまし

ては臨時職員賃金の不用額が主な要因でありまして、合計１５０万５千円を減額補正するものでご

ざいます。 

２４ページをお開きください。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費から２目予防

費につきましては事業費の不用額及び各種検診並びに予防接種等の実績による増減であり、保健衛

生総務費は６３万１千円、予防費は３９１万円を減額補正するものでございます。３目各種医療対

策費につきましても各種医療費扶助の実績減によるものと後期高齢者医療療養給付費負担金の確定

に伴う減額によるもので、合計３０６万５千円を減額補正するものでございます。２５ページの下

段、４目環境衛生費につきましては、終末処理事業組合負担金の減額と農業集落排水事業特別会計

繰出金の減額であり、合計２４９万９千円を減額補正するものでございます。２６ページをお開き

ください。５目保健福祉総合センター費につきましては、入札執行残によるもので１千１４８万円

を減額補正するものでございます。２項清掃費、１目清掃事業費につきましても入札執行残による

もので４２６万３千円を減額補正するものでございます。 

５款農林水産費、１項農業費、１目農業委員会費、３目畜産業費、２９ページの６目清里地域資

源活用交流促進費、７目札弦地域資源活用交流促進施設費につきましては財源振替をするものであ

り、２７ページに戻っていただきまして、２目農業振興費につきましては焼酎事業特別会計繰出金

１２４万３千円を減額補正するものでございます。４目農地開発事業費につきましては、事業費確

定により４万４千円を増額補正するものでございます。２８ページをお開きください。５目道営整

備事業費につきましても事業費確定により４７７万１千円を減額補正するものでございます。２９

ページをご覧ください。２項林業費、１目林業振興費につきましては対象就労人員の減に伴う減額、

造林推進事業費の確定に伴う減額、網走地区森林組合出資金の配当の増を含め、合計１３６万２千

円の減額補正をするものでございます。２目自然保護対策費につきましては、有害駆除残餌処理実

績により２６万９千円を減額補正するものでございます。３０ページをお開きください。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費につきましては補助金の実績により２９０万５千円を
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減額補正するものでございます。２目観光振興費につきましては入札及び備品購入の執行残であり、

２４９万円を減額補正するものでございます。３目オートキャンプ場につきましては臨時職員賃金

の不用額であり、３０万１千円を減額補正するものでございます。４目江南パークゴルフ場につき

ましては、財源振替を行うものでございます。３１ページをご覧ください。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費につきましては委託料及び入札の執行残であり、

２１６万２千円を減額補正するものでございます。２目道路新設改良費につきましては、先に審議

資料にてご説明申し上げましたので省略をさせていただきます。３項住宅費１目住宅管理費につき

ましては補助申請の実績により１２０万円を減額補正するものでございます。３２ページをお開き

ください。２目住宅建設費につきましては、委託及び工事入札執行残であり３８６万１千円を減額

補正するものでございます。８款消防費、１項消防費、１目消防費につきましては実行見込により

５７０万５千円を減額補正するものでございます。３３ページをご覧ください。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費につきましては事業実績に伴い、３０万円を減

額補正するものでございます。２目教育諸費につきましては、先に審議資料にて御説明申し上げま

した教職員住宅整備事業の追加及び事業の実績に伴う減額でございまして合計２千８３４万円の増

額補正を行うものでございます。２項小学校費、１目学校管理費から２目教育振興費につきまして

は事業実績による減額でありまして、学校管理費が１００万円、教育振興費が６０万９千円減額補

正するものでございます。３４ページをお開きください。３項中学校費、１目学校管理費につきま

しては事務消耗品購入により３０万円増額補正するものでございます。２目教育振興費につきまし

ては、事業実績により１０２万８千円を減額補正するものでございます。４項社会教育費、２目生

涯教育費につきましては、学童保育に伴う器具購入による増と学習活動支援や大会大会参加費補助

の実績に伴う減で、合計１６４万１千円を減額補正するものでございます。３５ページをご覧くだ

さい。３目生涯学習総合センター費から５項保健体育費、１目保健体育総務費につきましては財源

振替であり、２目トレーニングセンター費につきましては、ばい煙検査に伴い３万８千円を増額補

正するものでございます。３目町民プール費から３６ページの５目学校給食センター費につきまし

ては事業実績による不用額と工事入札執行残によるもので、町民プール費は、１１５万４千円スキ

ー場管理費は３３０万６千円、学校給食センター費は１７０万円、それぞれ減額補正するものでご

ざいます。 

１２款災害復旧費、１項災害復旧費、８目８．１７災害復旧事業費から２目８．２０災害復旧事

業費につきましては、事業の実績に伴い委託料及び事業補助を減額するものであり、８．１７は１

８３万５千円、８．２０は２０９万８千円減額補正するものでございます。給与明細書につきまし

ては先の総務費職員給与費にてご説明申し上げましたので省略をさせていただきます。 

それでは歳入につきまして総括で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

おりますので総括表にて概要のみご説明を申し上げます。一般財源の補正額は、１款町税、８款地

方特例交付金、９款地方交付税、１６款繰入金であり、総額７千３２６万２千円の増額補正でござ

います。特定財源につきましては、１１款分担金及び負担金が３６７万６千円の増、１２款使用料

及び手数料が７２万５千円の増、１３款国庫支出金が４千９３１万１千円の減、１４款道支出金が

１千２５１万１千円の減、１５款財産収入が２１２万６千円の増、１８款諸収入が２千３５万３千

円の減、１９款町債が４千８１０万円の増、２０款寄附金が７８５万円の増であり、特定財源総額

では１千９６９万８千円の減額補正でございます。以上で提案理由の説明を終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「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１２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１２号 平成２８年度清里町一般会計補正予算（第８号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

 

●日程第３３  議案第１３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３３ 議案第１３号 平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１３号 平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算第２

号について提案理由の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１千５９１万８千円を追加し、予算の総額を４億６千９５７万５千円とするものであります。

第２項につきましては別冊の補正予算に関する説明書によりご説明いたします。 

歳出から説明しますので４２ページをお開きください。今回の補正は、各介護保険サービスの給

付見込量による保険給付費の補正さらには国道支出金及び支払基金交付金の増額に伴う財源調整を

行うものでございます。 

１款総務費、３項介護認定審査会費、２目認定調査費２９万４千円の増額は、認定調査の増加に

伴う手数料、委託料の増額によるものでございます。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、

１目居宅介護サービス給付費２２８万１千円の増額補正は、居宅介護サービス給付費を実績により

見込み増額するものでございます。２目地域密着型介護サービス給付費５４１万７千円の増額補正

は、当初予算では見込んでいなかったデイサービスの地域密着型サービスへの移行によるものでご
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ざいます。次のページをご覧ください。３目施設介護サービス給付費８０４万１千円の増額補正は、

施設サービス給付の増加によるものでございます。４４ページをご覧ください。２項高額介護サー

ビス等費、１目高額介護サービス等費５７万２千円の増額補正は、実績により増加を見込むもので

あります。 

３款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防事業費は介護予防事業に係る執行残１

３万８千円を減額するものです。次のページをご覧ください。２目総合事業費精算金は住所地特例

対象者の総合事業提供を実績により６万３千円減額するものであります。続きまして第３款地域支

援事業費、２項包括的支援事業費、２目任意事業費は成年後見制度利用者が見込まれないので４８

万６千円を減額するものです。 

歳入につきましては総括でご説明しますので、３９ページにお戻りいただきたいと思います。１

款介護保険料が一般財源で、３款国庫支出金から第７款繰入金までがすべて特定財源で歳出補正額

の財源内訳のとおりとなってございます。この後、介護給付費や国庫支出金などの確定に伴う一般

会計からの繰入基金の支障など生じた場合につきましては、３月３１日付けで専決処分を行ってま

いりますので、ご理解をいただきたいと存じます。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、議案第１３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１３号 平成２８年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

  

 

●日程第３４  議案第１４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３４ 議案第１４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３号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 
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 ただ今上程されました、議案第１４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３号につきまして提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとお

り、歳入歳出それぞれ１５９万５千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ８億５千６０５万

７千円とするものでございます。第１条第２項につきましては別冊の補正予算に関する説明書によ

り後ほどご説明申し上げます。 

今回の補正は、国道の支出金、前期高齢者交付金等の確定並びに保険給付費、介護納付金等の実

績に基づき、歳入歳出において所要の補正を行うとともに財源振替を行うものでございます。それ

では歳出よりご説明いたしますので補正予算に関する説明書の５１ページをお開きください。 

特定財源の御説明につきましては補正額の財源内訳欄の下段に記載してございますので省略させ

ていただきます。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、レセプト点検に

要する臨時職員賃金の減、システム改修委託料に係る請負残、合計４２万７千円を減額するもので

ございます。 

２款保険給付費、１項療養諸費につきましては交付金の額変更及び事業費の減による充当先の変

更に伴う財源の振替でございます。５２ページをお開きください。２款保険給付費、２項高額療養

費、１目一般被保険者高額療養費につきましては１月末までの給付状況により２８５万円を増額す

るものでございます。 

３款後期高齢者支援金等、１項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事業

の確定に伴い１０７万８千円を減額、２目後期高齢者関係事務費拠出金につきましても同様に４千

円を減額するものでございます。 

４款前期高齢者納付金、１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金等につきましては事業

の確定に伴い４万３千円を減額、２目前期高齢者関係事務費拠出金につきましても同様に３千円を

減額するものでございます。 

５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、２目老人保健事務費拠出金につきましては拠出金額

の確定に伴い６千円を減額するものでございます。 

６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金につきましては納付金額の確定に伴い１０８

万４千円を減額するものでございます。５４ページをお開きください。 

７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金につきましては拠出金額の確

定に伴い、１６万円を増額するものでございます。 

８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費につきましては、検診

の受診者の確定等により報償金で４万円、健康診査の委託料で２６１万６千円、合計２６５万６千

円を減額するものでございます。２項保険事業、１目疾病予防費につきましては共同電算処理委託

料の執行残９千円の減額、予防接種事業負担金として、６５歳以上の被保険者のインフルエンザワ

クチン接種費用負担金を実績により７０万５千円を増額、合計６９万６千円を増額するものでござ

います。 

歳入につきましては総括表でご説明いたしますので、４７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款諸収入のうち延滞金及び返納金につきまし

ては一般財源であり、合計３２５万１千円の増額、３款国庫支出金から７款共同事業交付金及び１

１款諸収入のうち、特定健康診査徴収金及び療養費等一部負担金につきましては特定財源であり、

合計４８４万６千円の減額でございます。全体で１５９万５千円の減額となってございます。 

今後国、道の財政調整交付金及び医療給付費等の確定により、３月末をもって専決処分の処置を
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させていただきますことにご理解を賜りたいと存じます。 

以上提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 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１４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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１４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３号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第３５  議案第１５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３５ 議案第１５号 平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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１５号 平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算第３

号について、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正につきましては、第１条第１項に記載

のとおり歳入歳出それぞれ１４５万８千円を減額し、予算総額をそれぞれ６千５４８万８千円とす

るものです。第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。 

今回の補正は、歳出の実績設計委託料等の確定による不用額の減額及び歳入財源の調整措置を行

うものです。それでは歳入歳出補正予算につきましてご説明いたしますので、別冊の説明資料水色

の仕切り、簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の５９ページをお開きください。 

歳出についてご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１３１万４千

円の減額につきましては、１３節委託料の請負残及び２７節公課費の消費税額の確定に伴う減額と

なっております。２款施設費、１項施設整備費、１目施設整備費２１万６千円の減額につきまして

は、１５節工事請負費の請負残を減額するものであります。４款基金積立金、１項基金積立金、１

目積立金７万２千円の増額につきましては、今回の補正による一般財源の剰余分を簡易水道施設整

備基金へ積み立てる金額の調整となっております。 
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次に歳入についてご説明いたしますので５７ページにお戻りください。歳入につきましては総括

でご説明いたします。２款財産収入２千円の減額は基金利息であり、繰入金１４５万６千円の減額

は簡易水道施設整備基金となっております。以上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、議案第１５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１５号 平成２８年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第３６  議案第１６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３６ 議案第１６号 平成２８年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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１６号 平成２８年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算

第２号につきまして提案理由をご説明申し上げます。今回の補正につきましては、第１条第１項に

記載のとおり、歳入歳出それぞれ１２４万４千円を減額し、予算総額をそれぞれ９千９６２万８千

円とするものです。第２項につきましては後程事項別明細書により御説明申し上げます。 

今回の補正は、歳出の職員給与費と委託料等の確定による不用額の減額及びそれに伴う歳入財源

の調整措置を行うものです。それでは歳入歳出補正予算につきましてご説明いたしますので、別冊

の説明資料、紫色の仕切り農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の６３ページをお

開きください。 

歳出についてご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１０２万６千円
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の減額につきましては２節給料、３節職員手当等、４節共済費における職員給与費と２７節公課費

の消費税額を減額するものです。２目施設管理費、１４万２千円の減額につきましては１３節委託

料の請負残の減額となっております。 

２款事業費、１項農業集落排水事業費、１目農業集落排水事業費７万６千円の減額につきまして

は委託料の請負残を減額するものであり、特定財源のその他４３万５千円の増額は農業集落排水分

担金となっております。６４ページをお開きください。 

３款公債費、１項公債費、２目利子につきましては財源の振替処置となっており、特定財源１６

７万９千円の減額は、一般会計繰入金であります。なお、６５ページから６８ページにつきまして

は、職員給与費の明細書となっておりますので説明を省略させていただきます。 

次に歳入についてご説明いたしますので６１ページにお戻りください。歳入につきましては総括

でご説明いたします。１款分担金及び負担金４３万５千円の増額につきましては、公共桝新設にか

かわる農業集落排水施設分担金であり、３款繰入金につきましては今回の補正に伴う一般会計から

の繰入金１６７万９千円の減額となっております。以上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、議案第１６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１６号 平成２８年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第３７  議案第１７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３７ 議案第１７号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４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。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（二瓶正規君） 

 ただ今上程されました、議案第１７号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第４号に

つきまして提案理由のご説明を申し上げます。 
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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２５５万５千円を追加し、予算の総

額を、１億３千６６万３千円とするものであります。第２項につきましては、後ほど別冊の清里焼

酎事業特別会計事項別明細書により御説明申し上げます。今回の補正は焼酎事業の決算見込みによ

ります歳入歳出予算の補正を行うものであります。 

それでは歳出からご説明いたしますので、別冊の補正予算に関する説明書の焼酎事業特別会計事

項別明細書の７１ページをお開きください。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の増額は職員給与費で１０４万円の減額、焼酎販

売事務費で電話機修繕及び販売量の増加に伴います酒税等で７５万２千円の増額、施設維持管理事

業費で機器修繕等によります９２万１千円の増額、車両管理事業費で４万円の減額、差し引き５９

万３千円を増額補正するものであります。特定財源その他５９万円減額につきましては、一般会計

繰入金であります。７２ページをお開きください。２款製造費、１項製造管理費、１目醸造費の増

額は、臨時職員雇用事業費の賃金等で５８万円の減額、焼酎醸造事業費で焼酎製造に係ります資材

購入消耗品等として２５４万２千円を増額し、差し引き１９６万２千円を増額補正するものであり

ます。特定財源６５万３千円につきましては一般会計繰入金であります。 

次に、歳入についてご説明いたしますので６９ページにお戻りください。歳入につきましては総

括で説明いたします。１款財産収入につきましては一般財源で財産売払収入３８０万８千円の増額、

２款繰入金につきましては特定財源で一般会計繰入金１２４万３千円を減額、４款諸収入につきま

しては一般財源で雑入１万円を減額し、合計で２５５万５千円を増額補正するものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

 （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これ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１７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１７号 平成２８年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第４号）は、原案

のとおり可決されました。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５６分 
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再開 午後 1時00分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

●日程第３８ 議案第２号 ～ 日程第４５ 議案第２４号 

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第３８ 議案第２号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給

条例の一部を改正する条例から、日程第４５ 議案第２４号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会

計予算まで、都合８件を一括議題とします。 

 

●日程第４６ 町政執行方針 ～ 日程第４７ 教育行政執行方針 

○議長（田中誠君） 

 日程第４６ 平成２９年度町政執行方針並びに、日程第４７ 平成２９年度教育行政執行方針に

ついて、一括して説明を求めます。 

 最初に、平成２９年度町政執行方針について、説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ～町政執行方針朗読～ 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、平成２９年度教育行政執行方針について、説明を求めます。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

～教育行政執行方針朗読～ 

 

○議長（田中誠君） 

 これより、平成２９年度町政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

                             （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 次に、平成２９年度教育行政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

                             （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、平成２９年度町政執行方針並びに平成２９年度教育行政執行方針を終わります。 

 ここで2時15分まで休憩します。 

 

休憩 午後 2時08分 

再開 午後 2時15分 
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●議案第２号  

○議長（田中誠君） 

 すでに上程されております、議案第２号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の

一部を改正する条例を議題とします。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） 

 既に上程されています、議案第２号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部

を改正する条例につきまして提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては先に議決をい

ただきました、オホーツク町村公平委員会規約の変更並びにコミュニティスクール導入のための清

里町学校運営協議会設置に伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

それでは別冊の審議資料２ページをお開きください。第２条第１項中、第１９号清里町自立のま

ちづくり委員会委員及び第２１号オホーツク公平町村公平委員会委員を削り、第２０号を第１９号

に繰り上げ、第１９号の次に第２０号として清里町学校運営協議会委員を加えるものでございます。 

別表第１につきましても同じく自立のまちづくり委員会及びオホーツク町村公平委員会を削り、

学校運営協議会の報酬額を加えるものでございます。附則につきましては施行期日を定めるもので

ございます。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○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。 

 これで質疑を終わります。 

 

●議案第１８号 ～ 議案第２４号 提案説明 

○議長（田中誠君） 

 既に上程されております、議案第１８号 平成２９年度清里町一般会計予算から議案第２４号 

平成２９年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、順次、提案理由の説明を求めます。 

 まず最初に、議案第１８号 平成２９年度清里町一般会計予算について。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１８号 平成２９年度清里町一般会計予算につきまして提案理

由のご説明を申し上げます。初めに、平成２９年度清里町予算書によりご説明申し上げますので、

ご用意をいただきたいと存じます。５ページお開きください。本文にてご説明を申し上げます。ペ

ージ数につきましては右側の上下段に記載してございます。 

平成２９年度清里町一般会計予算の総額は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ５３

億２千５００万円と定めるものでございます。第１条第２項の第１表歳入歳出予算につきましては、

後ほど審議資料と事項別明細書により御説明申し上げます。第２条継続費につきましても後程ご説
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明申し上げます。第３条地方債につきましても後程ご説明申し上げます。第４条一時借入金につき

ましては地方自治法の定めにより、最高額を５億円と定めるものでございます。それでは予算書の

１２ページをお開きください。 

継続費につきましては第２表のとおりケアハウス整備事業総額１２億２千５５０万６千円を計上

するものであり、各年度の年割額を平成２９年度が６億６千６２万３千円。平成３０年度が５億６

千４８８万３千円とするものでございます。 

１３ページをご覧ください。第３表の地方債につきましては起債の目的、限度額等を定めるもの

であり、起債件数は臨時財政対策債以下９件、総額７億２千２８０万円となります。 

次に審議資料により各会計の予算総括についてご説明いたしますので、別冊審議資料の表紙を１

枚お開きください。一般会計から焼酎事業特別会計まで７会計の予算総額は６９億５千９８６万９

千円であり、前年度当初予算との比較では４億２千７５５万２千円の増、前年対比１０６．５％と

なってございます。一般会計につきましては、今年度大型建設事業等に伴う増となっており、前年

度比較４億１千６００万円の増、前年度対比１０８．５％となってございます。特別会計につきま

して介護保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療特別会計においては、保険給付等実績か

ら予算計上を行ってございます。簡易水道事業特別会計においては、第１第２簡易水道の事業統合

の委託業務は平成２８年度にて終了いたしましたので減額の予算計上となってございます。農業集

落排水事業特別会計においては、機能診断調査等の業務実施により増額の予算計上となってござい

ます。焼酎事業特別会計においては堅調な販売実績により、瓶購入等の需用費や原材料費さらには

公課費などの増額を見込んだ予算計上となってございます。 

４ページをお開きください。予算歳入を款別依存財源と自主財源に分けて、増減の主な要因を御

説明いたします。地方譲与税から地方特例交付金までにつきましては過去の実績等を勘案し、それ

ぞれ予算計上を行ってございます。地方交付税につきましては、本町の基準財政需要額から町税等

の基準財政額を控除した見込み額と過去の交付実績を勘案して、前年度比１千９００万円減額の２

３億６千９００万円で予算計上をしてございます。交通安全対策特別交付金については前年同額の

予算計上、国庫支出金につきましては社会資本整備総合交付金の増などによりまして４千２２万４

千円の増額、道支出金につきましては、老人福祉施設等整備事業費補助金等により１億４千１９５

万１千円増額の予算計上をしてございます。町債につきましてもケアハウス整備事業債等により前

年度費６千３４０万円増額の７億２千２８０万円の予算計上でございます。 

次に自主財源でございます。町税につきましては農業所得の堅調な推移などを考慮して町税全体

としては、前年より１千６６９万９千円増の４億４千６８０万円で予算計上してございます。分担

金及び負担金の減額の主な要因は、団体営土地改良事業の減等により３千３５６万３千円で予算計

上してございます。使用料及び手数料の減額の主な要因は、町営住宅の減免規定の見直し等により、

１億５０６万４千円で予算計上してございます。財産収入の減額の主な要因は流木売払収入の減等

により３６４万８千円で予算計上してございます。繰入金につきましては、財政調整基金、公共施

設整備基金、子ども子育て基金、ふるさと基金、リニア基金、それぞれからの繰入れでありまして

１億８千９１５万３千円増の３億４千５８４万４千円で予算計上してございます。繰越金は前年度

同額の５千万円を計上し、諸収入につきましても、昨年とほぼ同額の４億３８３万３千円で予算計

上してございます。 

５ページをご覧ください、歳出について款別でご説明申し上げます。議会費につきましては視察

研修事業の減が主な要因でありまして、前年度対比２４７万６千円の減額計上となってございます。 
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総務費につきましては、情報交流施設の本体工事終了などが主な要因でありまして前年対比１億

８千９０５万円の減額計上となってございます。 

民生費につきましては、ケアハウス整備事業の実施等が主な要因でありまして前年度対比７億２

千５４９万６千円の増額計上となってございます。 

衛生費につきましては保健福祉総合センターの非常用発電機設置事業の完了等が主な要因であり

まして、前年度対比１千９２８万５千円の減額計上となってございます。 

農林水産業費につきましては清里農協の麦乾施設等整備に対する補助事業の完了等により、前年

度対比１億９千９３０万６千円の減額計上となってございます。 

商工費につきましては、パパスランド等の温泉施設管理経費を総務費へ科目移動したこと等が主

な要因でありまして、前年度対比４千３７２万２千円の減額計上となってございます。 

土木費につきましては町道改良事業及び橋梁の長寿命化を含む道路橋梁保全対策事業の増により、

前年度対比１億４千６３万７千円の増額計上となってございます。 

消防費につきましては救助用機材の整備完了により、前年度対比６０２万８千円の減額計上とな

ってございます。 

教育費につきましては、清里高校入学予定者の増加に伴う総合対策事業及び海外派遣研修事業費

の増加に伴い、前年度対比７３４万円の増額計上となってございます。 

公債費につきましては、概ね前年同額の８億３千２３６万３千円の予算計上となってございます。 

６ページをお開きください。町税予算額の比較でございます。それぞれ税目別に、当初予算と収

入見込額との比較を記載してございます。表の比較、当初のところをご覧ください。表の区分欄１

番下にございます税全体の合計額では１千６６９万９千円の増であり、率にいたしまして１０３．

９％でございます。上段に上りまして町民税は１千６４０万円増で１０８．１％。固定資産税は前

年同額。軽自動車税は４９万９千円増で１０４．８％。たばこ税は２０万円減で、９９．３％。入

湯税は前年同額となってございます。 

７ページをご覧ください。現年度分の個人町民税及び法人町民税の推移となってございます。個

人町民税については下段右側収納率９８．７％で計上しており、当初予算額において２億７００万

円とし、前年度対比１千７００万円の増であり率にして１０８．９％でございます。法人町民税に

ついて下段の右側でございますが、平成２９年度当初予算額は１千８０万円であり、前年対比６０

万円の減額となってございます。８ページをお開きください。固定資産税、平成２９年度当初予算

計上額は、前年同額の１億８千２００万円を計上してございます。下の表、国有資産等所在地市町

村交付金についても前年同額の４３０万円としてございます。 

９ページをご覧ください。性質別予算調べにつきましては、前年対比で増減の多いもののみ説明

をさせていただきます。維持補修費につきましては清掃センター長寿命化改修の増額、また道路保

全や橋梁長寿命化などの道路橋梁維持補修事業の増額が主な要因でございます。普通建設事業費に

ついてはケアハウス整備事業が主な要因でございます。積立金につきましては林野基金積立金の減

少などが主な要因でございます。その他の科目については、大きな増減はございません。下段の物

件費款別一覧表でございますが、賃金につきましては学習支援員の新たな配置及び中学校における

特別支援教育支援員の増員が主な要因でございます。旅費につきましては、日本で最も美しい村連

合事業や地方創生深化のための推進事業など総合戦略事業に係る旅費の増額が主な要因でございま

す。備品整備費につきましては公用車更新の完了及び公共施設へのＡＥＤ新規配置の完了による減

額が主な要因でございます。 
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次の１０ページから１１ページまでは町税収入地方交付税基金残高地方債償還額と借入額の推移

及び地方債残高の状況をグラフで表示しておりますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

それでは一般会計施策事業調べについて、１２ページから御説明いたします。なお各事業の財源

内訳につきましては国庫支出金から一般財源まで資料において記載しておりますので、特異的もの

以外は省略をさせていただきます。 

１４ページをお開きください。２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、町有施設点検事

業につきましては、町有施設におけるアスベスト含有保温材等の点検調査の実施であり２２８万９

千円を計上するものでございます。緑清荘管理運営事業、パパスランド管理運営事業及び緑温泉管

理運営事業につきましては、各施設の維持管理経費及び施設の長寿命化を図るための改修修繕事業

の経費、また緑清荘以外の２施設の指定管理業務委託料を予算計上しているものでございます。１

５ページをご覧ください。５目自治振興費、地域活動推進事業交付金事業については住民主体の地

域づくり支援を進めるため運営及び事業支援交付金１千３５０万円を計上するものでございます。

７目防災対策費、総合防災対策事業につきましては、３年に１度の総合防災訓練の実施に係る経費

１１０万５千円を計上するものでございます。８目町有林管理費、町有林管理事業につきましては

町有林管理計画に基づき、管理用林道整備、新植下刈り、伐採などに９３５万５千円を計上するも

のでございます。なお、伐採事業につきましては除間伐事業面積の減に伴い、前年対比６４０万２

千円の減額となってございます。１６ページをお開きください。１４目町民活動施設費、町民活動

施設管理運営事業につきましては地域素材等を活用した体験型事業、施設パークゴルフ場、屋内運

動場等の施設管理経費として１千２０万８千円を計上するものでございます。１８目行政情報シス

テム管理費、自治体情報セキュリティ強化対策事業につきましては、国や北海道との情報連携に向

けたセキュリティクラウド回線通信料及び運用費などに５１２万円を計上するものでございます。

３項開発促進費、１目企画振興費、地域おこし協力隊事業につきましては、３年目となります協力

隊員の２名分の人件費及び活動経費９４８万６千円を計上するものでございます。１７ページをご

覧ください。情報交流施設管理事業につきましては、昨年オープンいたしました情報交流施設きよ

～るの管理運営費経費として１千５０３万４千円を計上するものでございます。また、情報交流施

設整備事業といたしまして、きよ～るの外構及び看板の改修整備並びに施設の入口サインの新設経

費等に１千４０７万４千円を計上するものでございます。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、花と緑と交流のまちづくり事業につきましては、住民協働による花

壇植樹帯等の整備事業、都市農村交流事業などの経費として６０８万８千円を計上するものでござ

います。１８ページをお開きください。町民海外派遣研修事業につきましては一般町民向けの海外

派遣研修の参加補助として１８０万円を計上するものでございます。１０項総合戦略費、１目総合

戦略事業費につきましては、総合計画後期５カ年計画並びにまち・ひと・しごと創生総合戦略を推

進するための目でございます。出産、子育て支援といたしましては、出産祝い金支給事業に１７５

万円。乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業に２０万４千円を計上し、子育て世代の経済的支援を図り、

子育て支援保育料補助事業７３０万円につきましても、子育て世代の経済的支援として、第２子以

降にかかる保育料の２分の１相当にする額を補助するものでございます。１９ページをご覧くださ

い。不妊治療助成事業につきましては、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するために国等の特定

不妊治療費助成制度の拡充を行うもので６６万円を計上するものでございます。子育て支援医療扶

助事業につきましては、子育て世代の医療費負担を軽減するために満１８歳未満の入院通院にかか

る自己負担相当分として１千７３４万６千円を計上するものでございます。新規事業の安心出産支
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援事業につきましては、町外の医療機関への妊娠健康診査受診に要する交通費の一部助成として７

３万３千円を計上するものでございます。２０ページをお開きください。民間賃貸住宅建設促進事

業につきましては、移住定住人口の促進と地域経済の活性化を図るために２千万円を計上するもの

でございます。福祉医療従事者人材確保事業につきましては、町内で福祉事業を行う事業者の従業

員を確保するための支援として２５２万円を計上するものでございます。日本で最も美しい村連合

事業につきましては地域資源を守り育み、加盟自治体、企業などと連携しながら交流人口の増加や

経済効果を図るため、３０７万５千円を計上するものでございます。妊婦の歯科健診事業につきま

しては１３万７千円を計上するものでございます。２１ページをご覧ください。教育支援員配置事

業につきましては、生涯教育、子育て支援の充実を図るための教育専門員の継続配置と新規事業と

して学校で学習支援を伴う学習支援員の配置、合わせて５６４万２千円を計上するものでございま

す。特別支援教育支援配置事業につきましては、支援を要する児童生徒への指導を行うもので、今

年度中学校にはさらに１名増員し、指導の充実を図る人件費として１千１９５万８千円を計上する

ものでございます。新入学児童記念品贈呈事業につきましては、児童の新入学児の保護者負担の軽

減を図る支援として１千６０３万３千円、外国人英語講師指導業務委託事業につきましては、未就

学児から高校生に至るまで本町の子どもに対する国際理解教育の推進を図るもので４７０万円を計

上するものでございます。２２ページをお開きください。児童生徒下校安全管理器具購入事業につ

きましては防犯カメラを設置し、児童生徒の下校の安全管理を図るもので、７６万２千円を計上す

るものでございます。次に清里高校清里高等学校総合支援対策事業につきましては、清里高校の教

育活動に対する各種支援費として２千２６５万９千円を計上するものでございます。高校生海外派

遣研修事業につきましては、友好都市でありますモトエカ町に清里高校１年生を派遣するための経

費として１千８０１万８千円を計上するものでございます。２３ページをご覧ください。スポーツ

合宿誘致支援事業につきましては、本町で合宿を行う団体や合宿支援、本町で合宿を行う団体に対

する支援として、１７０万円を計上するものでございます。学校給食費補助事業につきましては、

新規事業として保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援及び食育活動を推進するため１千８

２３万７千円を計上するものであり、給食費相当額の補助を実施してまいります。この事業につい

ては、子ども子育て基金１千８００万円を充当してございます。地方創生の深化のための推進事業

につきましては地域資源の掘りおこしと利活用を推進し、清里のブランディング力向上を図るほか、

グリーンツーリズム、ホワイトツーリズムの実行プランを構築し、経済効果を図り、また特産品の

ＰＲや移住定住推進を図るなどの経費として１千９６１万３千円を計上するものでございます。北

海道日本ハムファイターズ応援大使事業につきましては、応援大使の訪問や札幌ドームへの観戦ツ

アーなどの実施経費として２１２万６千円を計上するものでございます。 

２４ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、高齢者等の

暖房費支援事業につきましては、高齢者世帯、ひとり親世帯等の生活の安定と福祉の増進を図るた

め２００万円を計上するものでございます。４目老人福祉費、ケアハウス整備事業につきましては、

軽費老人ホームの本体工事に６億６千４６２万３千円を計上するものですが、財源につきましては、

道補助金であります老人福祉施設等整備事業補助金から１億４千６６６万３千円、ケアハウス整備

事業債から４億５千９０万円、公共施設整備事業基金から６千３００万円を充当してございます。

老人福祉施設整備補助事業につきましては、清楽園における非常用発電施設整備費用の補助に５千

５００万円を計上するものでございます。２５ページをご覧ください。２項児童福祉費、２目保育

所費臨時職員雇用事業につきましては、育児休業の保育士の補充と配慮を必要とする子どもの保育
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を行うために清里保育所に臨時保育士を雇用するもので５４６万１千円を計上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２４時間電話健康相談サービス事業につきま

しては夜間休日における町民からの健康、医療、育児などの相談を医師や看護師などの専門スタッ

フが２４時間体制で対応する事業で、１０７万９千円を計上するものでございます。緊急医療体制

づくり事業につきましては、緊急搬送にかかわる協力体制整備のための近隣医療機関に対する委託

料であり１８０万７千円を計上するものでございます。清里診療所支援事業につきましては、新規

事業であり地域医療の確保のため診療所の運営に対する支援として、２千万円を計上するものでご

ざいます。２６ページをお開きください。２目予防費各種検診事業につきましては結核、肺がん検

診をはじめとする検診の実施により疾病の早期発見早期治療に向け、１千１０６万円を計上するも

のでございます。予防接種事業につきましては、乳幼児から高齢者までの定期任意予防接種費用に

対する経費として１千７４４万４千円を計上するものでございます。２７ページをご覧ください。

３目各種医療対策費、各種医療対策事業につきましては、重度心身障害者やひとり親家庭など医療

費自己負担相当分を扶助する負担軽減対策に７６９万円を計上するものでございます。４目環境衛

生費、葬斎場修繕事業につきましては、２号火葬炉自走式霊台車の修繕に要する経費といたしまし

て２５７万１千円を計上するものでございます。５目保健福祉総合センター費、冷房設備更新事業

につきましては老健施設の冷房設備の更新により施設利用者の安全と健康管理を図るもので１千５

１４万円を計上するものでございます。２８ページをお開きください。温泉井戸水中モーターポン

プ入替工事事業につきましては安定的、効率的な温泉利用を図るため温泉用井戸水中モーターポン

プ等の更新を行うもので１千５９万８千円を計上するものでございます。２項清掃費、１目清掃事

業費清掃センター長寿命化改修事業につきましては、平成２５年度から平成２９年度までの５カ年

計画の改修事業であり、清掃センターの機能回復や長寿命化を図るものであり最終年度として１億

８５７万１千円を計上するものでございます。ごみ処理業務委託事業につきましては、ごみの収集

処理業務の委託により、快適な生活環境の創出と資源のリサイクルを行うもので５千１４万４千円

を計上するものでございます。２９ページをご覧ください。 

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、気象情報システム管理事業の７０万８千円、

及び農業振興事業補助事業１千７３９万円につきましては、農業経営の安定化と農作物の安定的生

産を維持するために記載事業を実施するための経費を計上するものでございます。植物防疫対策事

業につきましてはシストセンチュウ対策協議会に対し、シロシストセンチュウ対策にかかる事業経

費負担分１６万３千円を計上するものでございます。３０ページをお開きください。３目畜産業費

草地追肥事業につきましては追肥管理業務等を委託し、適切な牧場管理を行うもので１３２万円を

計上するものでございます。家畜防疫事業につきましては家畜自衛防疫組合が行う伝染病未然防止

対策事業にかかる経費負担分１１万円を計上するものでございます。３１ページをご覧ください。

５目道営整備事業費、多面的機能支払交付金事業につきましては、地域協働による農地、農業用水

路などの保全管理にかかわる取り組みに対して支援するために１億１千３２９万９千円を計上する

ものでございます。地域用水環境整備事業につきましては、緑ダムを利用した小水力発電事業への

負担金３８万３千円を計上するものでございます。３２ページをお開きください。２項林業費、１

目林業振興費造林推進事業補助事業につきましては、民有林整備推進のために補助を行うもので３

８４万９千円を計上するものでございます。製材等流通経費補助事業につきましては、林業林産事

業の運営の安定化と振興を図るため補助を行うもので１千万円を計上するものでございます。林業
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労働者退職共済制度補助事業につきましては、林業の労働力の確保を図るために事業主に補助を行

うもので２１４万４千円を計上するものでございます。 

３３ページをご覧ください。６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、商工振興対策事業につ

きましては、商工会に対する運営補助さらには商工振興に対する事業補助といたしまして１千５６

２万４千円を計上するものでございます。中小企業融資貸付金制度事業につきましては各商店事業

所に対する貸付利息の一部及び補償協会補償料の補助といたしまして４３５万円を計上するもので

ございます。店舗出店改修補助事業につきましては、地域の資源を活用した新商品の開発や空き店

舗を活用して営業を開始する事業者及び既に営業を行っている事業者の店舗改修の費用を助成する

ため、１千万円を計上するものでございます。３４ページをお開きください。住環境づくり推進事

業につきましては、町内住宅関連の振興と住宅環境の向上や空き家の利活用を促進するため、改修

に対する支援を行い、また空き家解体についても補助を実施し、９００万円を計上するものでござ

います。２目観光振興費、観光情報発信事業につきましては新規事業であり、清里町観光振興計画

に基づき清里町の観光情報や魅力を発信するため、ウェブ広告に要する経費として４５万４千円を

計上するものでございます。観光協会補助事業につきましては、観光協会の運営費及び各種観光振

興事業費を補助するもので６０６万３千円を計上するものでございます。３５ページをご覧くださ

い。地域イベント支援事業につきましては清里町の魅力のＰＲと交流人口の増加を図るために各イ

ベントの実行委員会に支援を行うもので７０２万８千円を計上するものでございます。オートキャ

ンプ場管理運営事業８２３万７千円、江南パークゴルフ場管理運営事業７２８万８千円につきまし

ては、それぞれの施設運営に関する経費とオートキャンプ場においては施設の延命化を図るための

施設塗装事業の予算計上を行っているところでございます。３６ページをお開きください。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、道路等整備事業につきましては町道等の補修事

業を実施するための経費と道路橋梁及び河川指定管理業務、町道等の補修事業を実施するための経

費と道路橋梁及び河川指定管理業務に係る経費であり１億６千６６５万１千円を計上するものでご

ざいます。２目道路新設改良費、道路新設改良事業につきましては国の交付金として４線道路の改

良舗装及び道路橋梁保全対策事業における調査と橋梁の長寿命化工事を行うもので、２億８千１０

６万４千円を計上するものでございます。３７ページをご覧ください。２項都市計画費、１目公園

費、公園等整備管理事業につきましては町内各公園、緑地の管理及び修繕経費として４８９万９千

円を計上するものでございます。３項住宅費、２目住宅建設費公営住宅建設事業３千４７７万２千

円、公営住宅改修事業４千６７７万２千円につきましては、公営住宅等長寿命化計画に基づき、そ

れぞれの事業を行うもので計画的な住環境づくりを推進してまいります。 

３８ページをお開きください。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費コミュニティス

クール推進事業につきましては、学校運営協議会の導入により子どもたちを取り巻く環境の充実と

地域の活性化、学校を守る体制の強化に７２万４千円を計上するものでございます。２目教育諸費、

教職員住宅整備事業につきましては、教職員の住環境の改善と教育財産の延命を図るため教職員住

宅の修繕料として４６１万円を計上するものでございます。通学遠距離通学バス業務管理業務委託

事業につきましては小中学生のスクールバス業務委託であり、２千２７４万９千円を計上するもの

でございます。３９ページをご覧ください。２項小学校費、１目学校管理費、学校事務職員配置事

業につきましては新規事業であり、道費負担事務職員の配置がなされない小学校に町単独で臨時職

員の配置を行うものであり、４３２万４千円を計上するものでございます。憩いの広場管理事業に

つきましては、芝刈りトラクター導入により学校の環境美化及び効率的な管理を行うもので２６７
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万円を計上するものでございます。３項中学校費、１目学校管理費グランド改修工事調査設計事業

につきましてはグランドの芝生化に向け設計費として９５万１千円を計上するものでございます。 

４０ページをお開きください。４項社会教育費、１目社会教育総務費スポーツ文化施設管理運営

事業につきましては、図書館及び各体育施設の管理を一般社団法人清里町スポーツ文化施設管理協

会に業務委託するための経費として３千３４８万１千円を計上するものでございます。２目生涯教

育費プラネットステージ公演事業につきましては、町民に芸術文化の鑑賞機会を提供するもので３

００万円を計上するものでございます。５項保健体育費、１目保健体育総務費斜里岳ロードレース

大会実行委員会補助事業につきましては、４０回目の記念大会となる斜里岳ロードレース大会の開

催経費としまして３８８万円を計上するものでございます。４目スキー場管理費、スキー場リフト

整備事業につきましては、年次的なリフト整備の改修整備によりリフトの安全運行を図るため８６

４万円を計上するものでございます。４１ページから５４ページまではただ今御説明申し上げまし

た。事業の概要図になっておりますので後ほどご参照いただきたいと存じます。５５ページをお開

きください。一般会計から特別会計への繰出金についてご説明を申し上げます。介護保険事業につ

きましては、介護給付費全体の１２．５％が町の負担となりその繰出金が５千１２３万２千円、地

域支援事業分として２４６万１千円、事務費分が９９１万４千円、低所得者保険料軽減分が７３万

９千円で合計６千４３４万６千円となるものでございます。国民健康保険事業につきましては保険

基盤安定繰出金として２千６８４万４千円、財政安定化支援事業分に７８万円、出産育児一時金分

に４２０万円、事務費分に３２２万４千円、合計３千４３４万６千円を法定ルールに基づき予算計

上するものでございます。後期高齢者医療特別会計におきましても保険基盤安定繰出金として１千

８８７万６千円、事務費分に３６０万５千円、合計２千２４８万１千円を計上するものでございま

す。簡易水道事業につきましては、施設の整備に伴う地方債償還に係る公債費分といたしまして３

３７万８千円を計上するものでございます。農業集落排水事業につきましても同じく地方債償還に

かかる公債費分５千６８０万１千円を計上するものでございます。焼酎事業につきましては一般職

員の人件費と醸造用機材購入など２千８１万５千円を計上するものでございます。 

５６ページをお開きください。５６ページ、５７ページは指定管理施設の予算額及び主要施設の

維持管理経費となっておりますので後ほどご参照いただきたいと思います。 

それでは、予算書の説明を申し上げます。予算書につきましては歳出よりご説明申し上げますが

審査資料の説明において、主要施策や繰出金などについて御説明申し上げましたので、目ごとに予

算の増減の大きなもの及び特異的事項のみ御説明申し上げます。特定財源の内訳につきましては下

段に詳細費目が記載されておりますので省略させていただきたいと存じます。また、歳出につきま

しては説明欄中事業ごとの予算総額及び内訳が記載されております。各施設の金額はそれぞれ中事

業内訳の合計となりますので、ご承知おきいただきたいと存じます。 

それでは慣例より目ごとの説明とさせていただきます。予算書の３７ページをお開きください。

１款議会費、１目議会費につきましては、全体で大きな増減ございませんが、任期の３年目に実施

されます道内所管事務調査関係諸経費を計上してございます。３８ページをお開きください。２款

総務費、１項給与費、１目職員給与費につきましては後ほど給与明細書において詳細を申し上げま

すが、１千７０４万９千円の減は、退職手当組合負担金の減額が主な要因でございます。３９ペー

ジ、２項総務管理費、１目一般管理費２７１万３千円の増につきましては、昨年拡充いたしました

ふるさと特産品ＰＲ事業に係る委託料の増額が主な要因でございます。４２ページをお開きくださ

い。２目財産管理費１千８９３万９千円の増につきましては、温泉施設管理事業費、緑清荘管理運
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営事業費、パパスランド管理運営事業費、緑温泉管理運営事業費における観光振興費からの科目移

行により増額となってございます。４４ページをお開きください。３目施設管理費につきましては

特異的事項はございません。４目広報費１４７万４千円の増につきましては、町政要覧企画制作事

業による増額が主な要因でございます。４５ページ。５目自治振興費２千５２２万３千円の減につ

きましては道路防犯灯ＬＥＤ化工事事業の完了が主な要因でございます。４６ページをお開きくだ

さい。６目交通安全対策につきましては特異的事項はございません。７目防災対策費２０７万８千

円の増につきましては、防災備品用品の整備及び総合防災訓練に係る経費の増額が主な要因でござ

います。４７ページ。８目町有林管理費につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので省

略させていただきます。４８ページをお開きください。９目総合庁舎管理費２３６万６千円の減に

つきましては庁舎ボイラー更新の完了による工事請負費の減額が主な要因でございます。４９ペー

ジ、１０目清里地域資源活用交流促進施設費につきましては、５款農業費より科目移行したことに

よる増であり、特異的な事項はございません。５０ページをお開きください。１１目支所及び出張

費１９９万８千円の増につきましては、札弦地域資源活用交流促進施設費及び緑センター費より臨

時職員の人件費を科目移行したことによる増額が主な要因となってございます。１２目札弦地域資

源活用交流促進費につきましても、こちらも５款農業費より科目移行したことによる増でございま

す。なお臨時職員の人件費につきましては支所及び出張所費に科目移行してございます。５１ペー

ジ、１３目緑センター費２９６万２千円の減につきましても臨時職員人件費の科目移行による減、

またセンターの体育館窓改修管理による減が主な要因でございます。１４目町民活動費につきまし

ても、５款農業費からの科目移行による増であり特異的な事項はございません。５２ページをお開

きください。１５目顕彰費、１６目報酬等審議会費につきましても特異的事項はございません。５

３ページ、１７目職員福利厚生費９２２万７千円の減につきましては、職員住宅整備の完了による

減が主な要因でございます。１８目行政情報システム管理費６２２万６千円の増につきましては、

主要施策で申し上げました自治体情報セキュリティー強化対策事業にかかる増が主な要因でござい

ます。また５５ページに記載しておりますＯＡ機器ソフトウェア等管理事業費については一般管理

費からの科目移行による予算計上となってございます。５６ページ３項開発促進費、１目企画振興

費２億５７２万３千円の減につきましては、情報交流施設整備事業の本体工事の完了による減が主

な要因でございます。５８ページをお開きください。２目土地利用計画費、４項庭園のまちづくり

事業費、１目ふるさとの森づくり事業費につきましては、特異的事項はございません。５９ページ

の２目花と緑と交流のまちづくり費につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので省略さ

せていただきます。６０ページをお開きください。３目豊かな田園づくり事業費につきましては特

異的事項はございません。５項徴税費、１目徴税費２７０万９千円の減につきましては、固定資産

評価替に伴う鑑定評価の終了による減が主な要因でございます。６２ページをお開きください。６

項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費につきまして特異的事項はございません。７項選挙費、１

目選挙管理委員会費につきましても特異的事項はございません。６３ページ。８項統計調査費、１

目各種統計調査費１８万９千円の減につきましては、今年度実施の統計調査の減による委員報酬の

減額が主な要因でございます。６４ページをお開きください。９項監査委員費につきましても監査

委員費につきましては特異的事項はございません。１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費につき

ましては主要施策でご説明申し上げましたので、省略をさせていただきます。 

６８ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費３４４万４千

円の増につきましては、難病者等通院事業委託料の増額が主な要因でございます。６９ページ。２
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目障害者自立支援費２０７万１千円の減につきましては、支援対象者の減が主な要因となってござ

います。７１ページをご覧ください。３目福祉サービス事業費につきましては特異的事項はござい

ません。７２ページをお開きください。４目老人福祉費７億２千２５９万７千円の増はケアハウス

整備事業費の増が主な要因でございます。５目国民年金事務費につきましては特異的事項はござい

ません。７４ページをお開きください。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費につきましては特異

的事項はございません。２目保育所費２５４万８千円の増につきましては、臨時保育士の増員が主

な要因でございます。３目子育て支援センター費６６万１千円の減につきましては、冷房設備設置

の完了が主な要因でございます。７６ページをお開きください。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費２千２０９万９千円の増につきましては、診

療所支援が主な要因でございます。７７ページ。２目予防費につきましては特異的事項はございま

せん。７９ページ。３目各種医療対策費８３４万６千円の増につきましては、後期高齢者医療特別

会計繰出金の増額が主な要因でございます。８０ページ、４目環境衛生費３９７万２千円の減につ

きましては、葬斎場修繕事業の実施に伴う修繕料の減額が主な要因でございます。８１ページ。５

目保健福祉総合センター費６千７００万２千円の減につきましては、非常用発電機設置工事の完了

が主な要因でございます。８２ページをお開きください。２項清掃費、１目清掃事業費２千２１６

万８千円の増につきましては、清掃センター長寿命化改修事業費の増額が主な要因でございます。

８５ページをご覧ください。 

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費６７万５千円の増につきましては、道内先進

視察研修にかかる諸経費の計上による増額が主な要因でございます。８６ページをお開きください。

２目農業振興費１億６千３２３万２千円の減につきましては、農業施設整備事業補助の完了が主な

要因でございます。８８ページをお開きください。３目畜産業費８９ページの４目農地開発事業費

につきましては、特異的事項はございません。５目道営整備事業費１千５５８万６千円につきまし

ては、道営農地整備事業の完了に伴う負担金の減額が主な要因でございます。なお、９０ページの

清里地域資源活用交流促進施設費、札弦地域資源活用交流促進施設費、町民活動施設費につきまし

ては先ほども申し上げましたとおり２款総務費に科目移行してございます。９１ページ、２項林業

費、１目林業振興費につきましては主要施策でご説明申し上げましたので省略をさせていただきま

す。９２ページをお開きください。２目自然保護対策費につきましては、特異的事項はございませ

ん。６款商工費、１項商工費、１目商工振興費につきましても特異的事項はございません。９３ペ

ージ、２目観光振興費につきましても観光振興費につきましては先ほどもご説明したしましたとお

り温泉施設の管理運営事業を２款総務費に科目移行したことによる減額が主な要因でございます。

９５ページをお開きください。３目オートキャンプ場費９７ページの江南パークゴルフ場費につき

ましては、主要施策で申し上げましたので省略をさせていただきます。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費及び９９ページの２目道路新設改良費並びに１０

０ページの２項都市計画費１目公園費につきましては主要施策でご説明申し上げましたので省略を

させていただきます。１０１ページをお開きください。３項住宅費、１目住宅管理費１８１万８千

円の増は、公営住宅長寿命化計画に基づく修繕事業費の増額が主な要因でございます。１０２ペー

ジをお開きください。２目住宅建設費につきましては主要施策でご説明申し上げましたので省略を

させていただきます。８款消防費、１項消防費、１目消防費の減につきましては消防操法大会出場

に伴う資機材整備の完了が主な要因でございます。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会

費２７５万７千円の増につきましては、臨時事務職員人件費の増及びコミュニティスクール導入に
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よる事業費の増額が主な要因でございます。１０４ページをお開きください。２目教育諸費１７１

万４千円の増につきましては、教職員住宅修繕料の増額が主な要因でございます。１０６ページを

お開きください。２項小学校費、１目学校管理費２６４万３千円の減につきましては、各小学校施

設修繕料の減額が主な要因でございます。１０７ページ、２目教育振興費１８１万３千円の減につ

きましては、緑地域山村留学推進協議会補助の減額、また学校給食費補助の開始に伴う就学支援事

業費の減額が主な要因でございます。１０８ページをお開きください。３項中学校費、１目学校管

理費２３３万円の増につきましては、学校事務備品購入に伴う増額及び主要施策でも申し上げまし

たグランド改修工事調査設計業務委託料が主な要因でございます。１１０ページをお開きください。

２目教育振興費２１万８千円の減につきましても、小学校教育振興費と同様に学校給食費補助の開

始に伴う就学支援事業費の減額が主な要因でございます。４項社会教育費、１目社会教育総務費、

２目生涯教育費につきましては特異的事項はございません。１１３ページをお開きください。３目

生涯学習総合センター費２３５万３千円の減につきましては、施設の改修修繕工事の完了に伴う減

額が主な要因でございます。１１６ページをお開きください。４目図書館費１１７ページの５項保

健体育費、１目保健体育総務費につきましても特異的事項はございません。１２０ページをお開き

ください。２目トレーニングセンター費２２７万９千円の減につきましては、外壁防水工事及び器

具購入の完了に伴う減額が主な要因でございます。３目町民プール費につきましても特異的事項は

ございません。４目スキー場管理費につきましては主要施策で御説明申し上げましたので説明を省

略させていただきます。１２２ページをお開きください。５目学校給食センター費につきましては

特異的事項はございません。１２４ページをお開きください。１０項公債費につきましては元利償

還金合わせて８億３千２３６万３千円を予算計上するものでございます。１２５ページの１１款予

備費につきましては同年同額の１００万円を計上してございます。 

１２６ページをご覧ください。給与明細についてご説明いたします。１の特別職の長及び議員数

につきましては増減ありませんが、その他における１９名の増は学校運営協議会の設置による増員

が主な要因となってございます。また、給与等における期末手当の増は、人事院勧告によるもので

ございます。１２７ページをご覧ください。２の一般職給与費の増につきましても、人事院勧告に

よるものでございます。また共済費の減につきましては、退職手当組合負担金の減額が主な要因で

あり給与費共済費の合計で５９０万６千円の減となってございます。１２８ページから１３４ペー

ジにつきましては、給与及び職員手当の状況を記載しており、本町においては人事院勧告に準拠し

ているところでございます。１３５ページをお開きください。３の定数外職員につきましてはいわ

ゆる再任用職員の給与等についてを記載したものであり、本年度は職員２名の任用でございます。

１３６ページをお開きください。本表は債務負担の支出予定額等にかかわる調書でございます。前

年度となります平成２８年度までの債務負担行為は農業経営基盤強化利子助成事業から、１４０ペ

ージの清里町学校給食センター業務委託事業まで合計３１件となってございます。該当年度以降の

支出予定につきましては農業経営基盤強化資金利子助成事業以下３１件、総額３５億３千９７２万

２千円となってございます。１４１ページをお開きください。本表は地方債の現在高調べでござい

ます。１４２ページの合計欄でご説明申し上げます。前々年度平成２７年度末現在高は６８億７千

５０８万７千円であり、前年度である平成２８年度末の現在高見込みは６８億６千４２５万８千円。

当該年度である平成２９年度中の起債見込額は７億２千２８０万円。元金償還見込みは７億５千９

６９万４千円でございます。これにより、当該年度末現在見込み現在高見込額は６８億２千７３６

万４千円となるものでございます。 
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次に、歳入について御説明申し上げます。歳入につきましては前段の審議資料の説明等で申し上

げました、また特定財源の主な内訳につきましても資料に記載しておりますので総括表で概要のみ

ご説明申し上げます。１７ページをお開きください。１款町税から１０款交通安全対策特別交付金

１６款繰入金のうち財政調整基金１７款繰越金、１８款諸収入の一部、また１８款の町債のうち臨

時財政対策債を合わせまして３２億２千８５１万６千円が一般財源となります。したがいまして特

定財源につきましては国道支出金等合せまして２０億９千６４８万４千円となるものでございます。

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中 誠君）  

 次に、議案第１９号 平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算について。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 既に上程されております、議案第１９号 平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算につい

て御説明申し上げます。予算書の中ほど薄茶色の仕切りからが介護保険事業特別会計となっており

ますのでその１４５ページをお開きいただきたいと思います。 

第１条第１項につきましては予算の総額を、歳入歳出それぞれ４億３千６２２万９千円とするも

のであります。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書により説明を申し上げます。第２

条につきましては一時借入金の最高限度額を３千万円とする定めと定めるものであります。第３条

につきましては歳出予算の流用を定めるものであり、第１号において同一款内での流用を定めるも

のであります。続きまして予算審議資料により、予算の概要をご説明しますので別冊の予算審議資

料茶色薄茶色の仕切り、介護保険特別会計をご覧いただきます。５９ページをお開きください。平

成２９年度の予算総額は２億３千６２２万９千円で前年度対比６１５万８千円の増額であり、率に

しましては１０１．４％であります。歳入の款における主な内容について前年度対比額で説明いた

します。１款介護保険料の１４９万７千円増、３款国庫支出金の１５３万円の増、４款道支出金１

１４万円の増、５款支払基金交付金１６１万１千円の増額は保険給付費の伸びによるものです。 

次の歳出の前年対比で主な内容についてご説明いたします。２款保険給付費は２７２万円の減額

となっていますが、平成２９年度より保険給付費から介護予防日常生活支援サービス事業へと９０

０万円の事業費が移行しておりますので、実質は約６３０万円ほどの増額であり主に施設給付費の

伸びを見込んだものであります。３款地域支援事業費の９０６万８千円はただ今申し上げました保

険給付費から介護予防日常生活支援サービス事業費への移行によるものでございます。 

次に予算書にお戻りいただき介護保険特別会計の１６１ページの歳出をお開きいただきたいと思

います。歳出の主なもの特定財源について御説明申し上げます。１款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費は介護保険にかかわる事務経費で特定財源事務費繰入金とあるのは一般会計からの繰

入金であります。次の２項賦課徴収費、１目賦課徴収費については保険料徴収に係る事務経費で特

定財源。その他は一般会計からの繰入金であります。１６２ページをお開きください。３項介護認

定審査会費、１目介護認定審査会費は網走市他３町の認定審査会負担金であります。次の２目認定

調査費は介護保険認定調査にかかる主治医意見書や認定調査の委託の経費であります。 

続きまして２款保険給付費１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費につきまして

はホームヘルプサービス、訪問介護、デイケア、ショートステイなど居宅介護に給付負担が１億６

０万円、福祉用具購入費が１３０万円、手すり取り付けなどの住宅改修費が２１７万円であり、ケ
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アプラン作成などの費用である居宅介護サービス計画給付費が１千７２０万円となっております。

特定財源の介護給付費繰入金、低所得者保険料軽減繰入金は一般会計からの繰入金です。次のペー

ジをご覧いただき、介護給付費交付金は２号被保険者の保険料からの負担分で支払基金からの交付

金です。以下、保険給付費につきまして特財は同様でございます。２目地域密着型介護サービス給

付費６千万円は特別養護老人ホーム清楽園のデイサービスとユニットケアの利用者分を見込むもの

であります。３目施設介護サービス給付費１億８千８００万につきましては、特別養護老人ホーム

介護老人保健施設等にかかわる給付費用であります。１６４ページをご覧ください。４目審査支払

手数料３８万５千円は国保連合会に対する介護報酬審査支払手数料であります。次のページをご覧

ください。２項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス等費は同じ月に利用したサービスの

自己負担の合計が限度額を超えた場合申請により、超えた部分を保険から給付するものであります。

次の３項高額医療合算介護サービス等費１目高額医療合算介護サービス等諸費につきましては医療

給付と介護給付の自己負担額の合計が限度額を超えた場合保険から給付を行うものであります。１

６６ページをご覧ください。４項特定入居者介護サービス等費、１目特定入居者介護サービス等費

２千８５０万円につきましては、施設の居住費や食費は原則利用者負担となっておりますが、所得

の低い方には負担の上限を設定し上限を超えた額を保険で給付しているものでございます。次のペ

ージをご覧ください。 

３款地域支援事業費、１項介護予防介護予防生活支援サービス事業費は、今年度からの新しい介

護予防日常生活総合事業のために新たに設けた予算科目となります。１目介護予防生活支援サービ

ス事業は保険給付費から第１号訪問事業、第１号通所事業などの地域支援事業へ移行されたサービ

スのための予算であります。特定財源の地域支援事業繰入金、低所得者保険料軽減繰入金は、一般

会計からの繰入金で介護予防事業交付金は支払基金からの交付金です。以下地域支援事業費につい

て特財は同様になります。２目介護予防ケアマネジメント事業も１事業のケアマネジメントに係る

委託料等であります。１６８ページをご覧ください。２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防

事業費８４万４千円は高齢者を対象とした介護予防にかかる事業費でいきいき健康講座への講師へ

の報酬費、報奨費やふまねっと運動教室の委託料などです。丸印の総合事業費清算金は本町より先

行して新しい介護予防事業日常生活総合事業を行う他の市町村で清里からの住所地特例の方が１ 

事業のサービスの提供を受けた時の精算のための予算科目でありましたが、平成２９年度からは１

項の介護予防生活支援サービス事業費からの施行となりますので、廃目といたしました。次のペー

ジをご覧ください。３項包括的支援事業任意事業費、１目包括的支援事業費は地域包括支援センタ

ー事業に係る費用、地域包括センター委託事業に係る費用４９３万４千円の他、平成３０年４月ま

でに事業を開始いたします認知症総合支援事業などの各種事業の準備費として５７万４千円を見込

むものであります。２目任意事業は、在宅介護家族の負担軽減と介護技術の普及向上を図るための

事業、それから成年後見人制度の利用を支援する事業などの助成金などであります。次のページ４

款基金積立金、５款公債費については説明を省略させていただきます。 

次に、歳入につきましては１５１ページの総括でご説明をいたします。１５１ページ、１総括で

す。１款の介護保険料８千３８５万３千円、２款の使用料及び手数料２千円、８款の繰越金１００

万円、９款の諸収入３千円。合わせて、８千４８５万８千円が一般財源であります。 

３款から７款までの合計３億５千１３７万１千円が特定財源となります。以上で予算の説明を終

わります。 
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○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第２０号 平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 既に上程されております、議案第２０号 平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて御説明申し上げます。予算説明書の黄色の中表紙をお開きいただき、１７３ページをご覧く

ださい。第１条第１項につきましては予算の総額を歳入歳出それぞれ８億５千２５７万４千円と定

めるものでございます。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げま

す。第２条につきましては、地方自治法の規定により一時借入金の限度額を５千万円と定めるもの

でございます。第３条につきましては地方自治法の規定により歳出予算の流用について定めるもの

であり、第１項第１号において保険給付費における同一款内での流用を認める規定でございます。 

 次に審議資料によりご説明いたしますので、別冊の予算審議資料の６５ページをお開きください。 

平成２９年度国民健康保険事業特別会計予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計額は

８億５千２５７万４千円であり、前年度比較では１９３万３千円の増、対前年度比１００．２％と

なってございます。歳入の款ごとにおける予算額をご説明いたします。 

1款国民健康保険税につきましては２９年度分所得見込額等により推計し、前年度比較６００万

円増額の２億２千４５０万円を計上してございます。２款使用料及び手数料につきましては前年同

額となってございます。３款国庫支出金は療養給付費負担金及び財政調整交付金の減により２千４

６９万１千円減額の１億７千９０１万９千円を計上してございます。４款療養給付費交付金につき

ましては退職被保険者に係る国の調整対象基準額の算定に基づき２００万４千円減額の８５９万６

千円となってございます。５款前期高齢者交付金３千３７０万円の増額は、前期高齢者医療費の実

績によるものでございます。６款道支出金は、財政調整交付金の減により１千９９２万３千円の減

額となってございます。７款共同事業交付金２億３千８００万円。前年度比較１千万円の増額につ

きましては、平成２８年の実績に基づくものでございます。８款財産収入につきましては前年同額

となってございます。９款繰入金１２０万２千円の増額は、保険基盤安定化繰入金及び財政安定化

支援事業繰入金の減によるものでございます。１０款繰越金につきましては前年同額であり１１款

諸収入５万３千円の増額は特定検診徴収金の増によるものでございます。 

続いて歳出の款ごとの予算額を説明いたします。 

１款総務費につきましては都道府県化に伴うシステム改修委託料の計上等により、前年比較２４

２万５千円の増となってございます。２款保険給付費につきましては実績を基に医療費を推計積算

し１８０万円増額の４億９千８００万円を計上してございます。３款後期高齢者支援金等につきま

しては３００万円の増額、４款前期高齢者納付金等につきましては３０万円の増額でございます。

５款老人保健拠出金及び６款介護納付金につきましては前年同額としてございます。７款共同事業

拠出金につきましては、平成２８年の実績に基づき高額医療費拠出金で８００万円の増、保険財政

共同安定化事業拠出金で８００万円の減であり、前年同額の２億１千７００万１千円を計上してご

ざいます。８款保健事業費４０万８千円の増、９款基金積立金、１０款公債費及び１１款諸支出金

につきましては前年同額となってございます。６６ページをお開きください。６６ページは款別性

質別節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。６７ページにつきましては主要施

策事業の事業内容、事業費及び財源内訳次の６８ページにつきましては国民健康保険事業について
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であり後程ご参照いただきたいと存じます。 

それでは歳出についてご説明いたしますので、予算説明書の１９３ページをご覧ください。それ

では歳出の特異的事項について御説明申し上げます。なお特定財源の御説明につきましては財源内

訳欄に記載しておりますので省略させていただきます。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国民健康保険制度関係業務準備事業費として都道府県化のため必要となるシス

テム改修委託料２５４万９千円を計上するものでございます。２項徴税費、１目賦課徴税費及び１

９４ページの３項運営協議会費、１目運営協議会費につきましては特異的な事項はございません。

１９４ページをご覧ください。２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費から

１９６ページの５目審査支払手数料までにつきましては、実績をもとに推計積算し、計上している

ものでございます。１目一般被保険者療養給付費は前年度と同額の４億２千３００万円、２目退職

被保険者療養給付費は１８０万円減額の９６０万円、３目一般被保険者療養費は３６万円増額の３

３６万円、４目退職被保険者療養費は４万８千円減額の９万６千円、５目審査支払手数料につきま

しては１３万２千円減額の１１０万円となってございます。１９６ページをご覧ください。２項高

額療養費、１目一般被保険者高額療養費から４目退職被保険者等高額介護合算療養費までにつきま

しても実績をもとに推計積算し、計上しているものでございます。１目一般被保険者高額療養費は、

前年度比較３６０万円増額の５千２８０万円、２目退職被保険者等高額療養費は、前年度比較１８

万円減額の９０万円、３目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職被保険者等高額介護加算

療養費につきましては前年と同額を計上しているものでございます。１９７ページ、３項移送費か

ら１９８ページの５項葬祭諸費までにつきましては特異的な事項はございません。１９８ページを

ご覧ください。３款後期高齢者等支援金等、１目後期高齢者支援金につきましては過年度の積算に

伴い、前年度比較３００万円減額の８千６００万円を計上しているものでございます。２目後期高

齢者関係事務費拠出金については前年同額でございます。１９９ページをご覧ください。４款前期

高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金等につきましては負担調整対象額の単価の変更に伴い３０

万円の増額となってございます。５款老人拠出金につきましては特異的なものはございません。２

００ページをご覧ください。６款介護納付金につきましては前年同額の３千８００万円を計上して

いるものでございます。７款共同事業拠出金１目高額医療費共同事業医療費拠出金につきましては

前年度比較８００万円増額の２千７００万円を計上しているものでございます。２目その他共同事

業拠出金につきましては、特異的なものはございません。３目保険財政共同安定化事業につきまし

ては実績に基づき、前年度比較８００万円減額の１億９千万円を計上しているものでございます。

２０１ページをご覧ください。８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費につきましては、第２

期特定健康診査等実施計画に基づき所要額を計上しているものでございます。２項保健事業費につ

きましては特異的なものはございません。２０２ページをお開きください。９款基金積立金、１０

款公債費、１１款諸支出金につきましては特異的なものはございません。 

次に、歳入について総括表によりご説明申し上げますので１８１ページへお戻りください。１款

国民健康保険税、２款使用料及び手数料、１０款繰越金及び１１款諸収入６８万８千円のうちの１

万３千円合計で２億２千４６２万８千円が一般財源となります。また３款国庫支出金から９款繰入

金まで及び１１款諸収入のうち６７万５千円の合計６億２千７９４万６千円が特定財源でございま

す。以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 
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 次に議案第２１号 平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 すでに上程されております、議案第２１号 平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて御説明申し上げます。予算説明書の緑色の中表紙をお開きいただき、２０５ページをご覧く

ださい。 

第１条第１項につきましては予算の総額を歳入歳出それぞれ６千７９３万２千円と定めるもので

ございます。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。次に審

議資料によりご説明いたしますので別冊の予算審議資料の６９ページをお開きください。平成２９

年度後期高齢者医療特別会計予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計額は６千７９３

万２千円であり、前年度比較では２５５万３千円増、前年対比１０３．９％となってございます。

歳入の款ごとにおける予算額をご説明申し上げます。１款後期高齢者医療、後期高齢者医療保険料

につきましては広域連合の算定見込みにより前年度比較１５５万円増額の４千５３９万６千円を計

上してございます。２款使用料及び手数料は増減はございません。３款繰入金１００万３千円の増

につきましては、低所得者保険料軽減分にかかる保険基盤安定繰入金が８１万４千円、事務費繰入

金が１８万９千円の増額となってございます。４款繰越金及び５款諸収入につきましては、増減は

ございません。 

続いて歳出の款ごとの予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、事務事業の見直し

に伴い、３万９千円の減額となってございます。２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料負

担金、低所得者保険料軽減分にかかる保険基盤安定負担金及び事務費負担金として２５９万２千円

増額の６千６６７万８千円を計上してございます。 

３款諸支出金につきましては増減はございません。７０ページをお開きください。７０ページは

款別性質別節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。７１ページは、主要施策事

業の事業内容、事業費及び財源内訳。次７２ページは後期高齢者医療制度の概要であり、後ほどご

参照いただきたいと存じます。 

それでは歳出についてご説明いたしますので、予算説明書の２１９ページをお開きください。そ

れでは歳出の特異的事項について御説明申し上げます。なお特定財源の御説明につきましては財源

内訳欄に記載していますので省略させていただきます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管

理費及び２項徴収費、１目徴収費につきましては特異的な事項はございません。２１９ページから

２２０ページをご覧ください。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

納付金につきましては、前年度比較で保険料負担金が１５５万円の増、保険基盤安定負担金が８１

万４千円の増、事務費負担金が２２万８千円の増であり、合計２５９万２千円の増額となってござ

います。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金につきましては特異的な事項はございません。 

次に歳入について、総括表によりご説明申し上げますので２１１ページへお戻りください。それ

では１款後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料、４款繰越金及び５款総収入のうち１項の

延滞加算金および過料２項町預金利子の計２千円、合計４千５４０万円が一般財源であり、３款繰

入金及び５款諸収入のうち３項償還金及び還付加算金の５万１千円合計で２千２５３万２千円が特

定財源となります。以上で説明といたします。 

 

○議長（田中 誠君） 
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 次に、議案第２２号 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計予算について。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 既に上程されております、議案第２２号 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計予算につい

て御説明申し上げます。予算説明書の水色の仕切りをお開きいただき、２２３ページをご覧くださ

い。第１条第１項につきましては予算の総額を歳入歳出それぞれ５千３４７万２千円と定めるもの

です。第１条第２項につきましては後程事項別明細書により御説明申し上げます。 

先に審議資料により予算の概要を御説明いたしますので、別冊の審議資料水色の仕切り簡易水道

事業特別会計の７３ページをご覧ください。平成２９年度予算の総括表をご説明申し上げます。歳

入歳出の予算合計額は５千３４７万２千円となっており、前年度当初予算との比較では９４１万１

千円の減、対前年度比８５％となっております。歳入の款ごとにおける予算額を対前年度比較でご

説明申し上げます。１款使用料及び手数料につきましては、平成２８年度実績見込みを参考としな

がら前年度と同額の４千８５８万９千円を計上しております。 

２款財産収につきましては、前年度比較９千円の減となっておりますが、基金利子の減によるも

のです。３款繰入金につきましては、前年度比較９４０万２千円の減となっており、内訳は簡易水

道施設整備基金繰入金の減となっております。４款繰越金、５款諸収入は前年度同額となっており

ます。 

次に、歳出の款ごとの予算をご説明いたします。１款総務費につきましては、簡易水道事業統合

認可変更に伴う委託料の減によりまして、前年度比較９２２万３千円の減となっております。 

２款施設費につきましては水道メーター器更新事業料の増が主な要因となり、前年度比較で１９

５万円の増となっております。３款公債費２１２万９千円の減につきましては、元金及び利子償還

金の減によるものです。４款基金積立金９千円の減は、簡易水道施設整備基金積立金の減でありま

す。７４ページをお開きください。７４ページは款別性質別節別の予算分類表であり説明は省略さ

せていただきます。７５ページをご覧ください。平成２９年度の主な事業内容について御説明申し

上げます。水道巡回車購入事業につきましては経年劣化により故障修理の多発車輌の更新費として

４５７万３千円を計上しております。水道メーター器更新事業につきましては、計量法に基づき８

年を経過した水道メーターを更新するものであり、第１第２施設合わせて１２８カ所実施する経費

として８７０万円を計上いたしております。それでは予算書の説明を申し上げます。 

歳出よりご説明申し上げますので、簡易水道事業特別会計予算の２３７ページをお開きください。

歳出の特異的事項と財源内訳についてご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費につきましては、当会に属する職員１名分の人件費と通常の施設管理に必要な物件費を計上

しております。なお、１３節委託料に水道メーター器検針委託料及び水質検査委託料、施設点検委

託料、合わせて６５９万７千円を計上し、１８節備品購入費は、先ほど主要施策でご説明した水道

巡回車と水道メーター器の購入費として４５５万５千円を計上しております。２３９ページをご覧

ください。 

２款施設費、１項施設整備費、１目施設整備費につきましては、先ほど主要施策でご説明申し上

げたメーター更新費用の８７０万円を計上いたしております。３款公債費及び４款基金積立金につ

きましては総括表でご説明しましたとおり特異的な事項はありません。公債費の特定財源のその他

３３７万８千円は一般会計からの繰入金であります。また、基金積立金の特定財源その他４千円は

基金利息となっております。なお２４０ページから２４７ページにつきましては当会計に属する職
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員１名分の給与費明細書であり、一般会計と同様の内容様式となっておりますので説明を省略させ

ていただきます。 

続いて、２４８ページをご覧ください。本表は地方債の現在高調べとなっております。区分は簡

易水道債と過疎債であり合計欄でご説明いたしますが、前々年度平成２７年度末現在高は１億６千

９１１万４千円。前年度平成２８年度末現在高見込み額は、１億５千７１７万２千円。当該年度平

成２９年度中の元金償還見込額は１千６万８千円。当該年度末平成２９年度末の現在高見込額は１

億４千７１０万４千円となる見込みであります。 

次に、歳入についてご説明申し上げますので、２２９ページへお戻りください。歳入につきまし

ては、前段の審議資料においてご説明申し上げましたので総括表でご説明申し上げます。１款使用

料及び手数料、４款繰越金、５款諸収入の合計５千９万円が一般財源であり、２款財産収入、３款

繰入金合わせまして３３８万１千円が特定財源となっております。 

以上提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第２３号 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について。産業建設課

長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 既に上程されております、議案第２３号 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計予算に

ついて御説明申し上げます。予算説明書の薄紫色の仕切りをお開きいただき、２５１ページをご覧

ください。第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１８万円と定めるも

のです。第１条第２項につきましては後程事項別明細書によりご説明申し上げます。 

次に、審議資料により予算の概要をご説明いたしますので別冊の審議資料薄紫色の仕切り農業集

落排水事業特別会計の７７ページをお開きください。 

平成２９年度農業集落排水事業特別会計予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計額

は１億１８万円となっており前年度当初予算との比較では４０９万２千円の増、対前年度比１０４．

３％となっております。歳入の款ごとにおける予算額を対前年度比較において御説明申し上げます。

１款分担金及び負担金につきましては増減はありません。２款使用料及び手数料につきましては、

平成２８年度実質見込み額を参考としながら前年度比較１０万２千円増の３千７７８万８千円を計

上しています。３款道支出金につきましては新たに農山漁村地域整備交付金として３９９万円を計

上しております。４款繰入金につきましては一般会計繰入金であり、前年度と同額の５千６８０万

１千円となっております。５款繰越金及び６款諸収入は前年度と同額を計上しております。 

次に歳出の款ごとの予算額をご説明申し上げます。１款総務費１４６万円の減につきましては一

般管理費の職員給与費の減によるものであります。２款事業費５５５万２千円の増につきましては

施設の機能診断調査業務委託料と公共桝の新設に係る工事請負費の増によるものです。３款公債費

につきましては前年と同額となっております。７８ページをお開きください。７８ページは、款別

性質別節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。 

７９ページをご覧ください。平成２９年度の主な事業内容ですが町単独事業につきましては、公

共桝の新設工事費として３カ所２００万円、処理施設の機器類の年次的修繕料として３００万円、

下水道メーター器更新費用として１３万９千円の、合わせて５１３万９千円を計上しております。
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特定財源の１０万円は農業集落排水施設分担金となっております。下水道業務関連委託事業につき

ましては、札弦地区の下水道台帳作成業務委託料として２１万８千円、汚泥費用の試験委託料８千

円。施設の機能強化へ向けた機能診断業務委託料４００万円合わせて４２９万８千円となっており

ます。それでは予算書のご説明を申し上げますので歳出よりご説明申し上げますので、農業集落排

水事業特別会計の２６５ページをお開きください。 

歳出の特異的事項と財源内訳についてご説明申し上げます。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、当会に属する職員１名分の人件費、及び管理的物件費等となっており

ます。特異的な事項はありません。２目施設管理費につきましても１３節委託料９１１万３千円を

始め２つの施設に係る通常の維持管理費となっております。２６６ページをご覧ください。 

２款事業費、１項農業集落排水事業費、１目農業集落排水事業費につきましては、先ほど主要施

策でご説明いたしました町単独事業及び処理施設の機能診断を行う委託料を計上しており、特定財

源の内訳は国庫支出金の農山漁村整備交付金３９９万円と農業集落排水施設分担金１０万円となっ

ております。２６７ページをご覧ください。３款公債費につきましては地方債の元金及び利子あわ

せ５千６８０万１千円を計上しており、財源は特定財源となる一般会計からの繰入金となっており

ます。２６８ページから２７５ページにつきましては、職員１名分の給与費明細書であり一般会計

と同様の内容様式となっておりますので説明は省略いたします。続いて２７６ページをご覧くださ

い。本表は地方債の現在高調べとなっております。区分は下水道債と特例債であり合計欄で御説明

いたします。前々年度、平成２７年度末現在高は５億２千９１０万４千円、前年度平成２８年度末

現在高見込額は４億８千５２９万８千円、当該年度平成２９年度中の元金償還見込額は４千５１２

万７千円、当該年度末、平成２９年度末の現在高見込み額は４億４千１７万１千円となる見込みで

ございます。 

次に、歳入についてご説明申し上げますので、２５７ページをお開きください。歳入につきまし

ては前段の審議資料においてご説明申し上げましたので、総括表でご説明いたします。２款使用料

及び手数料、５款繰越金、６款諸収入の合計３千９２８万９千円が一般財源であり、１款分担金及

び負担金、３款道支出金、４款繰入金合わせて６千８９万１千円が特定財源となります。以上で提

案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第２４号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計予算について。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（二瓶正規君） 

 既に上程されております、議案第２４号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計予算につきまし

てご説明を申し上げます。予算書及び予算説明書のうぐいす色の仕切りの次、２７９ページをお開

きください。第１条第１項につきましては歳入歳出予算の総額を、それぞれ１億２千４４８万２千

円とするものです。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。

第２条につきましては一時借入金の限度額を２千万円と定めるものでございます。 

続きまして別冊の予算審議資料でご説明いたしますので、審議資料のうぐいす色の次の８１ペー

ジ予算総括表をお開きください。平成２９年度の歳入歳出予算の合計は１億２千４４８万２千円で

あり、前年度比較では６２２万７千円の増加となり、前年度対比１０５．３％であります。歳入の

款別における前年度比較金額の主な内容について申し上げます。１款財産収入１億３３５万２千円
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は、財産売払い収入及び財産運用収入であり前年度の比較で１千２８万円の増であります。２款繰

入金２千８１万５千円は一般会計繰入金であります。３款繰越金３０万円と４款諸収入１万５千円

は前年同額の数字となっております。８２ページをお開きください。８２ページは焼酎特別会計の

款別性質別節別予算分類表であります。説明は省略させていただきます。 

次に、８３ページをお開きください。平成２９年度の清里焼酎製造販売計画であります。１製造

計画でありますが、じゃがいも４万３千４４０キロを原料に使用し、仕込み回数３４回、製造量は

６５キロリットルを製造いたします。２の販売計画でありますが販売本数は焼酎、飲料水その他を

合計して１３万７千２４０本販売数量で７０．２キロリットル。販売額は１億３３５万１千円で前

年より１千２８万円の増といたしました。年度別製造販売数量の実績は記載のとおりでございます

ので、後ほどご参照ください。 

次に歳出についてご説明申し上げますので、８１ページにお戻りください。１款総務費６千２７

万９千円、前年度より２５５万６千円の増、２款製造費６千４１７万３千円、前年度より３６７万

１千円増となっております。３款公課費は前年同額でございます。 

続きまして、予算の予算説明書の事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので焼酎事業

特別会計２９３ページをお開きください。 

歳出につきましては特異的なものについて御説明申し上げます。１款総務費、１目一般管理費に

つきましては職員４名分の人件費並びに管理用の物件及び公課費などがあります。前年比較２５５

万６千円の増額の主な要因といたしまして、職員手当販売数量の増加によります酒税分の増をみた

ところでございます。２９５ページをお開きください。２款製造費、１目醸造費につきましては３

４回の仕込みにかかる醸造経費並びに瓶詰め経費、原材料費などの物件費であります。前年対比３

６７万１千円の増額につきましては、販売数量の増加に伴います消耗品等の増それと製造量の増加

によります賃金並びに原料費の増加が主な要因となっております。３款公債費、１目利子３万円は

一時借入金率であります。２９ページから３４ページまでにつきましては職員４名分の給与明細に

なってございますので、説明は省略させていただきます。 

次に歳入につきましてご説明いたしますので、２８５ページにお戻りください。総括表により説

明いたします。１款財産収入、一般財源で１億３３５万２千円、２款繰入金、特定財源で２千８１

万５千円、３款繰越金、一般財源で３０万円、４款諸収入、一般財源で１万５千円、歳入合計１億

２千４４８万２千円であります。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、各会計予算の説明が終わりました。 

 お諮りします。議案調査のため、明日から３月１２日までの３日間、休会としたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、明日から３月１２日までの３日間、休会することに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。本日は、これで散会します。 

                              散会 午後 ４時１５分 
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平成２９年第１回清里町議会定例会会議録（３月１３日） 
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                                                       開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定に

より、議長において３番 河口 高君、４番 前中康男君を指名いたします。 

 

●日程第２  一般質問 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、「一般質問」を行います。順次発言を許します。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 おはようございます。一般質問を一番にさせていただきます。 

提案してあります、清里の将来の観光について。まず今月初めにでき上がった観光振興計画につ

いてお尋ねいたします。この計画策定委員会の皆さんには大変忙しい中、仕事の合間幾度と検討さ

れ、メンバー２８名には敬意を表させていただきます。大変忙しい中本当にありがとうございます。 

まず観光協会が先頭として清里町の観光はいろいろな事業に取り組まれ、昨年情報交流施設きよ

～るの誕生により、清里の観光事業として本格的に観光に足を踏み入れたというふうに私は理解し

ております。観光については過去いろいろな資料で、４次計画、５次計画、そしてまち・ひと・し

ごと創生総合戦略の中にもしっかりと書かれています。しっかりとした観光振興計画が今まで無か

ったということで、着実に各団体がどうしっかりと取り組むかということで観光振興計画が策定さ

れたんだろうと思います。また各産業団体、地域住民が方向性と目標を共有することが確実に進む

ことの地域活性化に資することと理解しております。この計画の思いとまず優先的に何から手がけ

るのか、今年の１年間がまず大事なスタートだと考えております。 

その中でこの観光振興計画の町長の評価ということをまずお聞かせいただいて、また、観光事業

により既に生業とし、民間の方々が頑張っていらっしゃいます。その中で、道の駅として大変高く

で評価されているパパスさっつるさん、そしてまた情報交流施設きよ～るについては、夏オープン、

秋、冬、そして春を迎えて１年を過ごす訳です。民間との違いはやっぱり公的な後ろ支えの中で、

両施設とも町の経済活動をどのようにしているのかということで経済効果はどう評価しているのか

と。この２点について、まず質問させていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただ今御質問をいただきました、河口委員からの清里町における観光事業の将来。そして１点目

が観光振興計画における今年度の重点施策。さらに２点目として観光振興計画における道の駅パパ

ス、また情報交流施設のきよ～る、これらに対する経済効果の関係でございます。 

１点目の観光振興計画における考え方ということでありますが、近年観光を取り巻く環境、従来

の物見遊山的な観光から体験型のツーリズム型へと、そしてまた団体旅行的観光、それから個人の

観光へと大きく様変わりをしてきております。この観光事業というのは、１次産業から３次産業ま

での広範な業態で形成される事業でございますので地方の活性化、また経済にとっても極めて重要

な施策になってくるというふうに理解をしているところでございます。こうした中で本町では、斜

里岳とそのすそ野に広がる広大な自然景観。また農産物等を活用した６次化事業の推進、さらには

ウォーキング、またサイクリングなどの体験型の活動、そして温泉施設、またきよ～るなどの情報

発信施設、販売を行う施設等の建設や運営によりまして観光の施策を逐次進めてきたところであり

ます。しかし、こうした個々の施策や取り組みをまち全体の観光振興に結びつけると、そしてそう

いう情報を町民皆さんで共有をしていく方向性や体系を明らかにするということが必要となってま

いりましたので、ただいま御質問をいただきましたように、本町の観光のあるべき姿、方向性、そ

して戦略性。そうしたものを踏まえながら、今般地域の活性化をまちづくりの視点から観光振興計

画を策定したというところでございます。 

基本的にこの計画に対する内容でありますけれども、清里町の観光が目指す姿。これが一番大事

になってくるんだろうというふうに思っておりますし、今回のこの振興計画の中でも、そこら辺を

しっかりと打ち出していただいていたところでございます。いわゆる清里町を知ってもらって来て

もらう。ここに力点が置かなければならないということでありまして、そういう意味において、こ

れを最も重要な施策の始まりということの中で位置づけながら、これから対処をしていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

次に２点目の観光振興計画に係る道の駅パパスランドさっつる、そしてまた情報交流施設きよ～

るにおける経済効果の関係でありますが、御案内のようにパパスランドさっつるにつきましては、

道の駅また観光情報の発信、地元食材を提供したレストランの経営や温泉、そしてさらには生産者

直売の農産物の販売。また地場産品の販売等も行っておりますし、あの施設を運営することによっ

て地元の従業員の雇用ということで、そういう面も含めて経済効果が十分に発揮されつつあるとい

うところもあるのかなというふうに思っております。また昨年７月にオープンをいたしました情報

交流施設きよ～るにつきましても、観光協会に管理運営をお願いいたしているわけでありまして、

当然観光協会の主たる業務であります観光案内、これらを含めながら移住定住の対策、さらには体

験型・滞在型観光への案内をやってきているわけでありますし、その中でもやはり売店等を置きま

して６次化産品を含めた特売を行っております。特にあそこは場所的にも焼酎工場との一体的な関

係がございます。そういう意味においても、メインは焼酎を中心とした販売活動展開をいただいて

いるということでありますし、誰でも立ち寄りやすい、清里町の一番ポイントと言いますか、景観

が良いポイントにもありますので、そこを活用したカフェなどについても運営をいただいていると

ころであります。さらには、清里町では多分初めてなんだろうと思いますが、ホールを使って、子

どもさんが遊べるキッズコーナーを設けてございますので、ママ友さんが数多く集まっていただい

て、いろいろ情報交換をされているというようなことで観光人のみならず、地域のそうした子ども

さんやママ友さんの交流の場としても多いに活用をいただいているんだろうというふうに思ってお
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ります。これも一昨年の７月にオープンしたばかりでありますから、これから本領発揮ということ

で経済効果が徐々に上がっていくものというふうに思っております。 

またこれらの施設のほかにも清里町には温泉施設もありますし、キャンプ場もありますし、パー

クゴルフ場施設も数多くあるわけでありまして、全体としてそういう施設を絡めた経済効果という

ことで、捉えていかなければならないんだろうなというふうに思っておりますし、また特産品の開

発においても６次化で一生懸命そういう方向で活躍をいただいている方もございますし、その他農

協さん、また青年の方々が取り組んでいただいている小麦を活用した新たなグルメづくりというよ

うなものもあるわけであります。こうしたものも、やはり食の提供、地場産品をいかに提供してい

くかという面においての観光づくりの魅力の１つになってくるんだろうというふうに考えていると

ころであります。 

しかしながら本町の観光、まだまだ素通り型の観光が大半を占めているわけであります。これを

少しでも滞在型・体験型にしながら、やはり今までとは違う物見遊山ではなく清里らしい観光のあ

り方を追及していかなければならないというふうに考えております。 

いずれにしても観光を通じながら地域経済の活性化やまちづくりにつながっていくと。そういう

ような１つの取り組みを一体的な中で進めていく。これが清里町の観光ではないかというふうに捉

えているところでございます。 

観光計画策定をいただいたわけでありますので、この計画を基本としながら鋭意取り組みを進め

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思います。以上申し上げ１回目の答弁とさ

せていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の観光振興計画、そして２つの施設についての答弁、ありがとうございます。まず観光計画の

件なんですが、私もこの観光計画、振興計画どういう経過を辿っているのかなと思いまして、いろ

んな資料を調べさせていただきますと、観光計画は計画として平成６年３月にグランドデザインと

して現状と整備基本方針という立派な冊子が作られています。この中で、観光振興計画はどのよう

にという面では詳しく書かれております。これが今の現在の観光の中に、どの程度現実に活きてい

るのかということを照らし合わせた時にまさしく整備型って言いますか、そういう面で一部建物だ

とかでは進んできているんだろうと思っております。 

また、１８年の６月に環境法ですか、観光景観行政団体となり、景観計画がまた１８年の６月に

も立派なものができ上がっております。そして４次・５次総合計画。観光への計画は過去たくさん

謳われている。観光振興計画が仕上げの部分になるかとは思うんですけれども、５次計画の冒頭に

目標実現に向けた主体的な活動が躍動する環境整備を進めます。最初にそういう書かれ方がされて

います。目標に主体的な活動が躍動するっていう、躍動、これはどういうふうに理解しようかとな

った時に、観光振興計画以前にきよ～るが開店したわけです。観光事業として、この町が足を踏み

入れてしっかりとこの事業として踏み入れたんだなと。この躍動するっていうところから、やっぱ

り産声をあげたと私は理解しております。 

観光計画は非常に綺麗にまとまった資料です。素晴らしいですね。そのへんに、私自身は若干物
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足りなさを感じるわけですけども、グランドデザインの中で滞在型の観光ということは、しっかり

と謳われております。これがどういう形で今の観光事業につながっていくのかと。やはりその後、

平成６年の後に民間の生業とされている方が何件か出来ている。そして、緑清荘が新しく増客室で

間違いなくこの部分が増えていく。滞在型は間違いなく増えている。 

この振興計画の中で、いろんなデータが書かれています。このデータの中身が本当にどうやって

集められているのかなといった時に、やはり一番多く集まっているのはホテルきよさとさんですね。

お客さんと密着度の高いところが、一番アンケートがたくさん集まっている現状になっていました。

１５４の中で、それが全てになるかと言うとそう思いませんけども、通過型滞在というこの数字、

通過型で清里は他の地域、道内の平均よりも確かに多く、この町に来てもらっているという数字の

中では、非常にここの町が注目されているっていうふうに理解しているんです。ただしこの滞在型

スローライフの観光は重要なことなんですけども、問題はこの観光振興計画の中に書かれているの

は、目標の部分が多い。目標は大事なことです。でも一番冒頭の大きな目的がやっぱりぼやけてい

るんですね。過去何年かいろんな資料については、目標は書かれております。ただし何のための目

的かが非常にぼやけている。目標を何に向かってっていうことは書かれていますけども、何のため

にやるんだということの目的がまっ先に出るべきだと。 

昨年の予算の中で、私も振興計画の策定については質問させていただいていますけども、２６０

万というコンサルを入れて何を得るんだろうかということについては、今回のでき上がった部分で

どういうふうなメリットがたくさん出ているのかなっていうのは、私の思っている部分で、この中

でどう稼ぐのか。稼ぐ観光がなくては、何もならないんですね。稼ぐ観光をしっかりと形にしてい

かないと、むしろ地域は疲弊していくんです。町民のためにいろんな形で循環する経済と言います

か、資金がどんどん垂れ流しになっていく。これではだめだよ、やはり稼ぐ観光をどうやって作っ

ていくかってことが最大の目的なんだろうと思います。この目的をはっきりさせることが一番肝心

なんですけども、それを行政各団体がどうやって町民全体が理解するかということ。 

特にこの町の人口はやっぱりどこも減少に向いていっているわけです。しかも近い将来目標の４

千２００人と言いながら、もう４千２００人を切るという現状の中で、やはり４千。あるいはもう

少し下がっていく。ぎりぎり下げ止まりはどこかと言った時に、この町がコンパクトな町でしっか

りと、住民が、町長の言っている住んで良かったという町をどうつくりあげていくかってことが大

事なんですが、農業１本の中でやはり新しい目線、観光というのは避けて通れない大事な部分です。

それには町民みんなが共通した目的、目標を持たないと。不明確であれば、むしろ町民が不満に思

うんですね。この辺の町民への見える化について、どういう手段を持っているか、その辺のことを

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） 

 ただいまのご質問でありますが、清里町の観光については先ほど申し上げました個々の取り組み

はずっと続けてきたということでありますが、やはり体系づけ方向性を明らかにしていく。そうい

う時期にきているというようなことから、計画策定をさせていただいたわけでありまして、その計

画に従ってこれから出していくという状況にあるわけであります。 
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質問にありましたように、やはり観光を通じて何をやっていくんだと。その目的はまちづくりで

あり、経済効果をいかに高めていくかというのが中心になってくる。そのためにやはり物を売るこ

とも大事ですが、清里に来てもらい、体験をしてもらい、滞在をしてもらう。それによって経済効

果をいかに膨らましていくかと。今まであった素通り型観光からやはり滞在型体験型に切り替えて

いく。そういうものをきっちりと町民の共有する課題として取り上げていくという方向性が必要に

なってきているということでありまして、今回の計画の中にも第一に掲げられているのは、そうし

た取り組みの前段として、施設云々というよりもいかに清里を知ってもらい、来てもらうか。この

ための施策が最も重要であるということであります。つまりは、情報をいかに多くの人に届けられ

るかということが第一になっているということでございますので、そうした流れの中で、まずそこ

を中心に重点施策として取り組んでいきたいというふうに考えているところであります。 

また今申し上げましたように、これらの対応というのは、一産業だけにとどまりません。この観

光というのは、まちづくりの活性化の１つの手法でもございます。そういうような意味において、

やはり清里に住んでいる人方が楽しみながら、自分たちの生活をいかに向上させていくか。そのデ

ータ情報を多くの人に知っていただいて、自分たちが誇りに思わない町によその人たちが魅力を感

じるわけがないわけでありますから、そういうような意味において、今までもまちづくり推進協議

会等が中心になって取り組んでいただいておりますいろんな取り組み。町を活性化する、明るくす

るための取り組み。こうしたものと連動させながら、この全体の考え方を共有していくということ

が必要になってくるというふうに思っております。そういう意味において、今回の観光計画につい

ても当然これから広報だとか、またそれ以外のいろんな媒体を使いながら、多くの方々に内容を説

明し、ただ一観光という１つの部門だけでの取り組みではないんだということを町民の方に多く知

っていただくという対応を併せて進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。 

そうした中で町民の方に見える化を進めていくと言いますか、そういうような形で問題を共有し

ながら、本当にこの町に住んでいて良かったというような形になるようにそういう方向性をみんな

で確認し合えるように進めていきたいというふうに考えている次第であります。以上申し上げ答弁

とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 答弁いただいた中で、やはり大事な町民と共通の価値観を持とう、観光についてどうやって観光

で稼ぐかだとか、この町に来ていただいた接客という大事な部分をこの観光振興計画の中で謳われ

ている。それを町民皆が共有しないと何もならないんですね。 

観光振興計画の策定にあたった結果、２月１日から２月２１日までにパブリックコメントをお願

いしますと広報に書かれてありました。この資料は役場支所２カ所、そしてきよ～るに置いてあり

ますということで紹介がありました。で、結果はどうだったんだろうか。町民からの反応は無かっ

たということで理解しています。無理です。振興計画という中身が解らない中で、役場に、あるい

はきよ～るにあっても、町民が関心を持って答えてくれるだろうか。 

この辺のパブリックコメントのとり方については、この振興計画以前にもいろんな形であって、

町民が噂ではいろいろ話すけど、実際に正面向かって意見を言うことがないというのが現実です。
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それで町民が関心無いのかというと、そうじゃなくて非常に関心はあるんですけれども、表現でき

ない。それをどうやってやるかってことが非常に大事なんだと思います。 

もう一度町長に確認します。今までと同じ手法では町民には伝わらないんです。伝える方法をし

っかりと、今までと違う方法を考えないとだめなんで、さらに検討する。振興計画の「今年はこの

部分をやり、どこが、誰がやります」というしっかりとした町民への広報が、私は必要かなと思っ

ております。ぜひいろんなセミナーだとか何かついでの時に、その度に発信するのも１つなんだろ

うと思います。解りやすく。活字ではだめなんです。ここの部分をこうしたいと、今年のやりたい

ことをしっかりと町民に伝える手段。これについてもう一度確認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） 

 ただいまの御質問でありますが、町民の皆さんにいかに伝えて、こうした課題を共有していくこ

とができるかということの１つの手段として、全体計画を立てた時にはパブリックコメント、いわ

ゆる町民の意見聴取手法を取り入れてきているわけでございまして、今ありましたようにどちらか

というと官公庁側の立場からの場所で設定をしながら、意見聴取を行っていくわけですが、今まで

も多くの計画を立てパブリックコメントをしてきました。御指摘のとおり、多くの意見がそこに集

まってきたかというと決してそうではないと私も捉えております。だからといってまったく関心が

ないのかと言ったら、そういうことでもないだろうというふうに思っていますが、余りにも計画が

膨大なもんですから、どこのところにどういう意見を求めて、出していったら良いのかというのも

町民側からも捉え方が中々難しいのかなというふうに思っております。 

今御提案のありましたように、それらの計画の個々の具体的な場面での意見をとっていくという

のも１つの手法ではあるなというふうに思っておりますので、これら全体計画として方向性枠組み

というのが必要ですから、そういう方向性と枠組みに対する意見というのは十分に聴取をしていか

なければならないと思っておりますが、さらにその中の細分化された具体的な手法についての、そ

の年度の対応というのも当然出てくるわけでありますので、そうしたものをパブリックコメント方

式を使うのが良いのか、懇談会方式を使うのが良いのか、いろんな手法があるかと思いますが、そ

こら辺について、今後具体的な対応の仕方について検討させていただければというふうに考えてお

ります。 

これは観光計画の策定に止まることでなくて、全体的なパブリックコメントのあり方、町民から

の意見をどういうふうに聞いていくかという手法の１つとして考えさせていただければというふう

に思う次第であります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 この観光振興計画については、当初原課の方にパブリックコメントはなかなか難しい。そういう

ことですぐアクションしていただいて、その振興計画を一部のところに配っていただいたと聞いて
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おりますが、実際に本当に大事な方々や関係する方に、ちゃんと見てもらいましたって聞いた時に

全く見てないんですね。この策定委員会、一般の方で協力隊も合わせて１５名ですか。本当に仕事

の合間でこれをつくり上げた人たちの思いをみるとそういう面では残念でした。やっぱりこの人方

が作った内容が一人でも多くの目について欲しい。何とかこれを見て欲しいっていう熱意が伝わっ

てなかったんだろうなと思います。将来の清里町に観光事業というのは、もう一歩も引くことので

きない部分。道の知事自ら稼げる観光という活字を真っ先に出している。北海道の中で観光スポッ

トをたくさん有するこの町が積極的な関わりを必要としてくるだろうと思いますんで、意見が無い

のはどうやって取ってくるかという熱意をぜひ原課の方で持っていただきたいと思っております。 

先ほどからこの体験型が非常に大事なことはもう十分理解しているんですけども、これも２０年

前にグランドデザインの中でも書かれております。体験型が大事と言いながら、観光スポットはた

くさんあります。上の方からいくと神の子池、男鹿の滝ですね。さくらの滝っていつからさくらの

滝になったか御存じでしょうか。最近なんですね。私も思い出すと、みんなに公募して最後さくら

の滝にしたっていうのは平成８年か９年その位ですね、グランドデザインには、さくらの滝ってい

うのは一言も出てきてないですね。大事なのは、通過型観光から滞在型体験型にと語られている。

そう言いながら神の子と男鹿、さくらの滝。全部スポットは通過型なんですね。 

いろんなことで脚光は浴びているんですけども、アンケートの中で入込数っていうのがあります。

その中でパークゴルフ場あるいは江南のキャンプ場ですか。キャンプ場非常に少ない。少ないって

いうことはどうやったら上げられるかってやると、数字がいっぺんに上がっていくんです。今、神

の子あるいは他のところを上げようとすると中々それは大変なことなんですけども、ここの滞在型

の観光資源をどう磨くか、清里にたくさんの観光資源があります。今は、これからの資源の磨く時

なんです。この資源をどうやって磨いて、この資源を使ってもらうか。経済効果は例えば一番大き

いのは、交通費、燃料、ガソリン、タクシー。消費の受け皿になるのは非常に難しい部分もあり、

問題はやっぱり宿泊費と飲食、お土産。観光振興計画でお土産の開発ということも高く謳われてい

ます。非常に大事な部分になってくると思います。 

ここの滞在型と体験型。ゆっくり過ごしてもらうのは、２０年前から謳われていますグランドデ

ザインの中でも江南地区を軸とした観光、農村を体験する農村風景の中、斜里岳のふもとの中、斜

里岳を基軸とした観光体験っていう部分。その中にはパークゴルフ場、そしてその下にあるキャン

プ場で、冒険の森。すばらしいものがあるんですね。冒険の森って皆さん行ってみたことあるでし

ょう。整備されて立派な遊歩道が出来ています。そうやってグランドデザインの中でも町営牧場が

出されています。この町営牧場をどう観光資源に生かしていくか。冒険の森、パークゴルフ場それ

とキャンプ場。一体化とできる環境がものすごく育っております。虹の森もグランドデザインの中

ではかなりなっている。ですからひとつひとつの観光資源をどう磨いて自分たちの経済効果にどう

結びつけるかということが非常に大事かなと私は思っておりますので、ここのキャンプ場、江南地

区の体験は非常に大事な部分だと考えていますけども、町長の考えはどうあるかをお聞かせくださ

い。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でございます。清里町には物見遊山的な観光名所ではありませんけれども、い

ろんなメニューで体験型を取組める。そういう素材のある地域だというふうに私は思っております。

従前から斜里岳というのは清里のメインのところでありますし、登山をされる方は大体滞在体験型、

登山という体験をされるためにそれなりの時間を要しますから滞在をしていただけるという、もっ

とも経済的な効果の面でいけば物すごく重要なポイントになっているんだろうなというふうに思っ

ております。その他、裏摩周や神の子池、男鹿の滝、緑ダム、そしてさくらの滝と緑を中心に数多

くの自然景観を取り入れた観光地があるわけでありますけども、これらも今のところ直接的にその

場所で経済効果を発揮しているかということになりますと、裏摩周に売店があるのみでありまして、

それ以外のところについては、ただ人が入っていって見てああ良かったなということで素通りをし

てしまう状況にあります。これはこれで１つの観光の方向性として重要なことなんだろうなと思っ

ていますが、ただその人方がどっか清里の町の方に寄っていただいて、きよ～るでもパパスでもそ

こに引き込んでいくという１つのルートをしっかりとつくっていかなければならないだろうなとい

うふうに思っております。多くの方々がパンフレットを見ながら、または道路マップを見ながらそ

ういうルートを探っていただいているというふうにも思っておりますので、ここらに対する情報の

発信がしっかりやっていかなければという思いでいるところでございます。 

それと先ほども言いましたように、斜里岳とそのすそ野に広がっております野鳥虹の森もそうで

すし、斜里岳の山小屋のところにも森林浴のまた別なコースがございます。それも山まで頂上まで

登らなくてもある一定のそのコースを登っていくと下の方が見渡せるというようなことにもコース

ができておりますので、そういうコースをいかに売り込んでいくか、登山しないまでも体験型とし

て売り込んでいくかということも必要ですし、野鳥虹の森も整備がされております。これらの中の

散策ということも今の観光体験型という中では非常に重要な要素になってくるというふうに思って

いますし、また江南の牧場を中心とするキャンプ場だとかパークゴルフ場。そして牧場そのものが

今は観光的な要素が十分にあるだろうというふうに思っているところでありますから、こうしたそ

れぞれの施設をいかに体系づけをしながら体験型をプログラムできるかどうかということが重要に

なってくるというふうに思っているところであります。 

少しでも滞在をしてもらって経済効果が及んでいけるような、それこそ多くの人が来てもらって

もごみだけ置いてかれると、これでは大変マイナスになりますので、少しでも経済的な効果に及ん

でいくような形が出てくれば、そこに経済的な部分と雇用もついて回るわけでありますから、人を

呼び込んでいく対応にもつながっていくというふうに考えておりますので、その辺において改めて

どういうようなつながりを持っていくことができるか、ツーリズム型のプログラムを皆さんととも

に考えていきたいというふうに思うところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今答弁いただいたように、江南地区については、いろんな形で清里町の良いところをみんな凝縮

されていると私は理解しておりますので、ぜひこの辺を効果的にいろいろな施設をきちんと見直し

と言いますか、磨きをかけて連携を持たないと何にもならないんですね。この辺が家族で楽しめる
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ということについて、いろんな工夫アイデアを出していっていただきたいし、いろんなことでお手

伝いできることは、町民皆でできるんだろうと思いますんで、そういう枠組み、まず夢を語るとこ

ろからスタートしていくと、その中から何かが生まれてくるんだろうと私は思っております。 

ここの価値を認めたときに初めて投資がなくては次に発展はないと思っております。あくまでも

投資が先に出てこないと、なかなか経済効果なんて言っても、形だけで終わることになりますんで、

その辺は腹くくった投資ということも非常に大事かと思っていますので、ぜひ検討していただきた

いと思います。 

あと２点目のパパスときよ～るの件なんですが、パパスは非常に観光の入込みが多くて良かった

なと思っております。一部についてはあの規模の大きさというのが非常に危惧されたときもありま

したけども、あの大きさがやはり集客ということでは大きなウエイトになっていると思っておりま

す。そしてさらにこれからも増えていく、道の駅のランキングって言いますか、その中では非常に

高い評価を得ている場所でもあります。で、これからも通過型にはなるんでしょうけども、あそこ

でいろんな方がどんどん増えました。私どもは指定管理という形でお願いして客がいっぱい入りま

した。有限会社パパスさんと同時にその来られる集客の工夫も、他の業者が物販だとかあるいは何

かで、お客さんにどうコンタクト取れるかという工夫も必要かなと思うんですね。今の人数がさら

に増えたときに、今のままでオッケーじゃなくて、稼げる工夫っていうのをぜひ検討してはどうな

のかなと。その中で少しでも町内の経済循環という形で町内がそこで何か指定管理のやつでしたら

安くする、そんなことにはならないわけですから、そこの集めたお客さんをどうやってその中で稼

いでいくかという工夫を是非とっていっていただき、自由に考えてもらえることも必要かなと思っ

ていますんで、是非町民へのアイデアをつくっていただき、みんなで話し合う機会をつくっていた

だきたいと思っています。 

あと問題はきよ～るさん。私も非常に心配していた場所なんですけども一部お客さんの中で、良

いところが出来てと言われました。どうしてって言ったら、小さい子どもがそこに行きたい。時間

があるときよ～るに行きたい。なるほどなということです。しかし、小さい子どもが遊べる場所、

きよ～る。町民がそこに通う非常に大事な部分です。残念だなと思うのは、本来これが町の中コミ

ットの中で小さなお子さんだとかが出入りしてくれれば、私はそっちがベストなんだろうと。両方

あってしかるべきなんですが、小さい子どもが親と一緒に遊ぶ場所が、町のなかにあったら非常に

良いなっていうのが第１印象でした。その辺は将来考える中でコミットの使い方、人がいない静か

な空間が町の真ん中にあるということの利用の工夫を、是非これも皆でアイデアを出し合うべきな

んだろうと思ってますんで、是非その辺も検討していただきたいです。きよ～るについてはＮＰＯ

法人さんが、この清里の観光を構築の中で力を発揮させていただいたことは十分認識しております。

大変な努力をいただいていることなんだろうと敬服させていただきます。しかし、さらなる新しい

枠組み、観光という枠組み。新しい事業へのチャレンジはやっぱり必要になってくるんだと思いま

す。それからＮＰＯじゃなくて、近い将来ＤＭＯという考え方をしっかりと持っていかないと、こ

こは経費のかかる施設で終わるんだろうと思います。 

確かに、情報交流ということできていますけども、ここできちんと稼げる工夫を町民みんなで知

恵を出さないといけないだろうと思います。その中には新しい発想があるべきなんだろうと思いま

すんで、その辺の考え方と今までのＮＰＯ観光協会だけで良いのかということについて、もう一度

町長の考え方をお聞きしたいと思います。 

 



72 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ３点ほど御質問があったかというふうに思います。まず１点目の関係でございます。パパスラン

ドの運営に対してということでありますが、おかげさんで順調な入込をみているわけでございます。

特に施設、温泉付きというのが、非常にインパクトがあるのかなということで、おかげさんで温泉

の方も順調な入込をいたしておりますし、また人間の心理として立ち寄るとジュースの１本でも何

かちょっとした細かいものでも、何かしら買って行っていただけるというものがございまして、特

にあそこには特産品の展示販売、それから農産物の直売場等も用意してございますから、そういう

中で思った以上の販売力があるなというふうに思っているところであります。そういう中でもレス

トラン関係もいろいろ工夫を凝らしてもらって、地場産の食材を使ったものを提供してもらう。特

に小麦粉を活用したうどん関係についても非常に好評をいただいているところでありまして、地域

の方々も大いに利用していただいておりますし、またよそから来られる方々、大型でどっと乗り付

けるということはありませんけども、それでもシーズンになるとバスの何台かも寄ってくれるよう

になりましたし、また個人のレンタカーで訪れるお客さんも徐々に増えてきているということもあ

りますので、ここらへんも札弦から緑、また川湯、中標津方面に抜けてくところにそれなりのポイ

ント的な観光地を有しているというのも大きな材料になっているんだろうというふうに思っており

ますので、そこら辺の先ほど申し上げましたようにパパスを活用しながら、どういう観光地がある

んだという部分をしっかりと情報発信をしていく、そんなような部分を強化し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。 

ただ御指摘がありまして、このままのスタイルをいつまでもというわけにはいかないと思います。

常にニーズは変わってまいりますから、それを的確に捉えながら対応していかなければ、やはり１

つのやり方だけでは時代遅れになるということもありますので、そこら辺指定管理という方法をと

っているわけでありますから、当然管理者は自己の経営のために努力をされるかというふうに思っ

ておりますが、我々としても知り得る情報については共有をしながら、連携をとりながら、少しで

も前向きな姿で多くの方々に利用していただき、また経済効果が発揮できるようなそんな施設とし

て、そして地域からも愛される施設として活用ができるように努力をしていきたいというふうに思

っております。 

それから２点目のきよ～るの関係であります。先ほど申し上げました、そしてまた議員からも御

発言をいただいたように、あそこは子どもさんのキッズコーナーがすごく盛況でございます。いつ

行っても、誰かかれかが来て子どもさんを遊ばせていると。そしてまた子どもさんをそこで遊ばせ

ながらレストランでコーヒーをママ友同士で飲んでというのが、すごく多く見受けられております

ので、地域の子どもさんやまた親御さん方も、安心してそこへ来て語ったり楽しんだりということ

をしていただいているのかなというふうに思っているところであります。 

また観光協会の管理運営をお願いしているわけであります。いろいろアイデアを絞りながら取り

組んでいただいております。ただ半年ちょっとでありますので、徐々に浸透してきているなという

ふうに実感をしております。これからそこら辺の磨きをかけることによって、多くのお客さんに立

ち寄っていただけるんではないかなというふうに思っております。いよいよこれから雪溶けが始ま

ってまいりますと観光シーズンが入りますんで、ちょっと 
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奥まっておるもんですから、どうしても素通りで行かれるというのがありますので、そこら辺は

目を引くことを少し考えなきゃならんなというような思いもいたしているわけであります。 

そしてまた観光協会さんにおいては、いろんな事業に今も取り組んでいただいておりますが、や

はり観光の清里町の観光振興の母体になるその組織であります。先ほどちょっと出ておりましたＤ

ＭＯの話もありますけれども、それに置き換わる組織をやはり考えていかなきゃならん。そういう

時期にもう来つつあるんだろうなというふうに思っております。そんな意味において、ただ観光の

情報の発信だけでなく、新たな人材育成だとか新しいツーリズムの研究開発も含めてやっていって

いただけるような組織として我々もしっかりと対応していければなと思う次第でもございます。 

またその中で出てまいりました子どもさんが遊べる施設として町内の中にそういうものがあって

も良いんではないかというような御提案でございますが、そういう中ではコミットがあるわけであ

りますが、コミットも今ホールが広くありまして、５時前後になると学生さんが結構学習会を自ら

開いているとか、そういう活用の仕方をされているから、またそれはそれで良い方向なのかなとい

うふうに思っております。 

せっかくあれだけの広いホールですので、いかにあのホールをうまく活用するか、商店街の売上

げにつながるような活用の仕方というのをみんなで商工会を中心に考えていくべきだろうなという

ふうに思っております。ですから、あの場所をずっと１つのお店がということではお店も大変です

ので、日替わりじゃないですけど一週間交代で店のアピールをあそこでやっていくだとか、いろん

な取り組みをやっていかれたら良いかなと。それに対して、行政としてもできる限りの中では、商

工振興という中で対応をしながら進めていくことによって、やはり購買力の向上になりますし、消

費がよそに逃げていかないという対応のひとつにもなってくるんだろうなと。今のそれぞれのお店

だけでなく、またちょっと変わったそのセールのイベントを、それぞれ日替わりでまたは週替わり

でやったりというようなことができるような場所として大いに活用していただければなという思い

をいたしているところでもございます。 

３年前になりますけどコミットのところと、それから旧フェリスの場所を使ってにぎわい祭りみ

たいなものを街の中でやっていただいたことがありました。あの時大勢の人が出ました。ですから、

やはりそういうところをうまく活用しながらイベントと組み合わせ、そして多くの人に購買力の関

係含めて来ていただくと。その時もコミットの中には子どもが寄れるようにということで大きなふ

わふわの人形だとかいろんなものを置いて子どもさんを惹きつける、子どもさんが来るということ

は親御さんも一緒についてくるということに相なるわけですから、そういうような場所としても大

いに効果的に活用が出来るんでないかというふうにも考えておりますので、また関係の商工会の皆

さんとも十分にそういう協議をしながら少しでも前向きなプラス思考で物事を考えながら進めてい

ければというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。以上、３点申

し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 町の中で観光とのアクセスをとるかということでは、非常に町長の答弁の中に、やはり大きな意

味合いがあるかなと思っています。まさしく観光振興の件は、また別の中でしっかりと討議したい
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と思いますけども、観光という観点からきよ～る。そしてコミット。この動線をどうつくっていく

か、そして観光は、やはりそこの町との文化との触れ合いの中では、郊外の交流センターで十分な

のかというとそうじゃない、やはりそこの町と触れ合う場所ということでは、やはり商店街の場所

をどう演出していくかってことは非常に大事な部分だと思います。 

今ＪＲの駅の中にギャラリーが一部の努力できれいに整理されております。同じようにこの町の

作品だとかがこの町の文化として触れ合える場所ということでは、コミットというのは非常に観光

資源の一つとしてどう捉えていくかということは非常に大事だと思いますので、町長の答弁をさら

に膨らましていただいて、ぜひ観光と商業という部分のルートをつくっていただきたいと思ってお

りますので、最後に観光振興計画がさらに具体的に進んでいく気持ちだけ、質問させていただきま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里町の観光また観光振興計画。これを通じてどういうふうにまちづくりに繋げられるかという

ことでございます。御質問のやり取りの中でありましたように、観光そのものというのは、目に見

える観光資源だけが観光ではないというふうに思っております。地域で暮らす人々のライフスタイ

ルに魅力があるかどうか、それが一つの大きな観光資源になるんだろう。ですから一部の方々だけ

がその観光に携わるのではなくて、町全体としておもてなしの気持ちだとかそういう部分で観光に

携わっていく、まちづくりに携わっていく。それこそがトータル的に観光につながっていくんだろ

うというふうに思っております。まちの歴史であり文化であり、また自然であり、産業であり、生

活である。それがトータル的に絡み合って魅力ある町として、それが活きてきたときに初めて、相

手に魅力ある地域として映り込んでいくんだろうというふうに思っているところでありまして、私

としても従来の物見遊山的な、何でも良いから人に来てもらって、ワッと金さえ落としてくれれば

良いっていうことでなくて、清里町を愛してもらえる人に来てもらうと。これがやはり清里のとる

べき観光の道だというふうに思っております。ですからそういうような方向に向けて、町全体が可

能性を求めながら進めていければ良いなというふうに思っておりますし、今回の観光振興計画まさ

にその方向性でまとめていただいているところでございます。 

多くの人に清里を知ってもらえる、来てもらう。そして本当に清里町を愛する人方に来てもらう、

魅力ある町をつくり上げていくというのが、その中の最も重要なことでありまして、来てもらうた

めの情報発信についてもしっかりと適時、四季折々にやっていく。それが最も施策の方向性として

重要なことだというふうに捉えているわけでございます。 

今回、多くの方々に携わっていただきながら、この観光振興計画策定をいただいたわけでござい

ます。我々としても清里町のまちづくり活性化のために、今後しっかりと受け止めて実行に移して

いきたいと考えておりますので、今後ともよろしく賜りたいというふうに思います。以上申し上げ

まして答弁に代えさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 
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○３番（河口高君） 

 最後に１点だけちょっと気がついたことだけ述べさせていただきたい。この冊子の正面。つまら

ないことで言わせていただくと、気に入らないっていうのがあります。なぜか。これ写真を絵のよ

うにぼかしたんですね。絵画モードにした。斜里岳を描いている人はたくさんいます。小手先はし

ない方が良い。やっぱり魂を入れていただく。僕はそういうふうに思います。これ観光資源の一部

と同じものですよ。これを絵画のモードにしたっていう。つまらないことですけど、本物の魂を入

れていただきたいっていうのが私の率直な気持ちです。以上で終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで河口高君の質疑を終わります。ここで１０時４５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時３８分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。次に池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 先に通告しております地域振興対策について、その中で、日本で最も美しい村連合による今後の

取り組みと経済効果について、町長に一般質問をしたいと思います。 

櫛引町長も２期目の折り返しを迎え、この間約６年間という時間の中において、さまざまな施策

を行ってまいりました。特に子育て支援に関しては他の地域には無いような高校生までの医療費の

無料化。そして２９年度より行う幼稚園、小学生、中学生までの給食費の無償化。また同じく今年

度より行う新たな事業の１つとして妊婦さんへの健診時の交通費の一部助成など、実に幅広い分野

での助成は、私も大変すばらしい施策だと実感するものであります。 

また町長は地域振興という観点から定住と交流人口の増加に向けて行ってきました。住宅リフォ

ーム補助、店舗等の改修補助、新店舗出店補助、定住団地における住宅建設に対する補助など実に

広く補助事業を行ってきましたが、今の清里町の現状は果たしてどうでしょうか。５、６年前と比

べるとますます街中に、元気活気が無いような気がいたします。 

この間の定住人口そして交流人口は具体的にどうであったか、そして今回の質問事項でもありま

す最も美しい村連合に関しても、平成２６年１２月の一般質問の中で町長に最も美しい村連合に入

る気はないのですかと質問をいたしました。そのときの町長の答弁はものすごくハードルが高く、

なかなか入るのは大変であるという答弁をいただきました。その後わずか３カ月も経たないうちに

町長の２期目の選挙のときの公約とされ、パンフレットに記入するなど、わずか１年半後の昨年１

０月に加盟ということになったわけであります。 

加盟になったことが決してゴールではなくて、地域振興そして交流人口の増加については、これ

からがまさに本番であります。町長に伺いたいと思いますが、加盟したことによる今後の取り組み

そして、経済的効果についてどのように考えておられるのか。まずは１回目の質問とさせていただ

きます。 
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○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。地域振興対策、日本で最も村連合への加盟による今後の取り組

みと経済効果についてでございます。 

御案内のように、昨年１０月に清里町は日本で最も美しい村連合に加盟することができました。

改めて清里町の豊かな自然そして美しい景観と共生をしながら地域資源を守り育み、そして豊かで

活力あふれる産業の形成と心豊かで安心して暮らすことのできる自主自立のまちづくりを創造し、

しっかりと後世にこれを継承していかなければならないという思いを、今さらに強くしているとこ

ろでございます。この村連合のもともとの趣旨であります、この美しいそれぞれの地域をいかに守

り育てていくかと、それをまちづくりに繋げ経済の活性化に向けてどう取り組んでいくか。これが

加盟のするための目的でございますし、これに向けて今までもさまざまな取り組みを進めてきなが

らこの昨年１０月に承認をいただいたということでございます。 

御案内のように、この加盟については１回加盟したからもうそれで終わりということではありま

せん。５年ごとに再評価がされまして、その基準を外れた段階では加盟から外されるということで

ございます。ですからこれからも永続的にそうした加盟の方向性に向けてしっかりと取り組んでい

かなければならないという思いでいるところでもございます。またその中でも清里町の活性化、少

しずつその力が無くなってきているんではないかというようなことでありますが、基本的に人口は

確かに毎年落ちてきております。人口が落ちた分どうしても商店街、また消費の低迷というのが避

けられないのがありますけれども、いろんな施策を打ちながら少しでもそれを食い留めていきなが

ら、次の展開を図っていくというのが、これから最も重要なことになってこようかと思いますし、

その中の１つの産業として先ほど申し上げました観光振興もその中に入ってくるのではないだろう

かというふうな思いでいるところでございます。今後振興計画に基づいてあらゆる施策展開をさせ

ていただくような思いでおりますので、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思うところで

あります。 

また今回、日本で最も美しい村連合に加入をさせていただきました。先ほど来申し上げておりま

すように、やはり地域産業、まちづくり、そして地域の活性化にいかに繋げていくかということで

ございまして、特にこの組織は全体一昨年の段階で６４市町地域が連携をしたものであります。そ

の他にサポーター企業として８８の企業が加入をされております。そしてまたそれ以外に準会員と

して、個人や企業の方が準会員の扱いでありますけども、５６１登録されているということでござ

います。当然そうした地域間の連携はもちろんでありますけれども、いろんな面においてサポータ

ー企業の皆さんと連携を図りながら、少しでも地域の活性化に繋げていける、そんな努力を積み重

ねていきたいというふうに考えているところでございまして、またこれに向けて実はすでにサポー

ター企業との交流、懇談の会合が東京で行われました。私を初めうちの担当の職員も出席をさせて

いただきました。６企業からの提案がございました。そして６町や地域からの提案もありました。

清里町もその６の中の１つとして、まちづくりの提案と町の持っている魅力を発信してきたわけで

あります。特にその中でも清里の焼酎はかなり好評を博したところでございました。今後はそうい

う企業などを通じながら情報の発信をしていきますし、場合によっては、そういう部分の取り扱い
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についても、今後期待をしていきたいと思っております。今回行われたのは、東京にて全国規模で

行われましたが、北海道内も北海道地区の連携協議会が持たれておりますので、そういう中におい

て札幌中心となるとは思いますけど、同じようにＰＲ宣伝活動を展開していきたいというふうに考

えているところでありますし、その中で先ほどの観光計画でありませんけど、清里町を知ってもら

うと。６４の市町地域の方々が清里町を知っているかというとほとんど知りません、はっきり言っ

て。北海道内は別ですけども、それ以外の地域の方々は知らない。ですからやはりこういう機会に

出かけていって町を売り込み、ＰＲをして知ってもらう。そして興味を持つ、魅力ある、やはり情

報発信をしながら清里町に何らかの形で来てもらう、視察でも何でも良いです。来ていただくとい

うことを第１の手腕としながら進めていくという思いでいるところでございます。まずそこからス

タートをかけながら次の段階に進めていける、そういうふうな対応ができればなという思いでおり

ますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。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） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 １点答弁漏れがございます。お答えをしたいと思います。町の交流人口の推移はどうだというこ

と、人口の方とちょっと勘違いしたものですが、先ほど人口については徐々に減ってきていますと

いうことであります。交流人口の関係は数字的な部分でいきますと徐々に上がってきているんでは

ないだろうかというふうに思っております。総合計画の中での交流人口というのもありますけども、

それとはまた別に実際的な宿泊施設、観光施設、その他。またイベントなどで清里町にお出でいた

だいた人方を集計したものでございます。それからいきますと、平成２７年現在で４０万という数

字になってございます。それ以前は３０万、２０万台という経過の中ですから、少しずつ名前が浸

透しながら多くの方々に来ていただける、そんな体制づくりが少しずつ出来てきているのかなとい

うふうに理解しているところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の町長答弁の答えを申しますと、２７年度は３８万ぐらいでしょう。それで総合計画の中では、

平成３２年には５０万という数字が出ておりますよ。これを達成するために様々なやり方があろう

かと思います。特に今回、この美しい村連合ということに加盟したことによりまして、今後力を入

れていく分野として、観光ということがあります。今回でき上がって、この観光振興対策を見ます

と、ここにいっぱい書いてありますけども、実に意見や要望、その他。良いところもたくさん出て

います。その代わり不便や不備たくさん載っています。１つ目、網走と知床には滞在する時間は長

いが、清里町に滞在する時間が非常に短い。１つ、観光客向けの販売を行っている店が少ない。１

つ、公共交通の利便性が悪い。あげたら切りがない。たくさん課題があります。町長先ほども、ま

ず知ってもらうということが大事だと。当然でありますよ。東京も行って会合に出席したと担当も
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行ったんでしょうけど、清里焼酎のお土産を持って行ったことでしょう。パンフレットを持って行

きましたか、清里町の。首長自体がそういった会合によってＰＲするということは当然大事なこと

でありますけど、町全体がそういう施策をどうやってＰＲするのか。そういう思いを私は持ってお

ります。 

特に、今回このでき上がったばかりのこの冊子を見て、町長がどういうふうに感じたのか。まず

率直に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） 

 先ほどの交流人口の関係、平成２７年度は４０万人ということで、３０万人を脱して４０万人入

ってきていますので、徐々にこれも伸ばしていきたいというふうに思っております。 

それから清里町を知っていただくというようなことで、先ほどお話をいたしました。最も美しい

村連合の加盟、協賛サポート団体との交流についても、しっかりと対応をしてきたところでありま

すし、当然清里焼酎は持って行って、現物を開けて交流会の席で試飲をしていただいたということ

もありますし、パンフレットも当然持参をしながら清里町を売り込んできているところであります。 

そんなことでありますが、現実問題として個々の対応だけでは、これもひとつの手法ですからい

ろんな手法を積み立てていかなければ、美しい村連合に入ったことだけがＰＲの材料かというと、

それは１つのツールにしかすぎないというふうに捉えております。当然のことでありますので、こ

れからこの計画にありますように、いろいろなホームページを使ったり、昨年からスタートしたフ

ェイスブックを使ったり、それ以外に観光バナーというのがありますから、いかにアクセスをかけ

て清里町を売り込んでいくかということで、露出度を上げる戦略をしながら、少しずつ清里町の浸

透をしていきたいというふうに考えている次第であります。 

それから今回の観光振興計画。どのようにこれを見て感じたかということでありますけども、１

３～４名の皆さんの御努力をいただいた中で、アンケート調査をされながら、その実態を踏まえな

がらいかにあるべきかという展開をこの中で求めておられます。私としても、清里町の今まで取り

組んできたさまざまな対応、これらについては、その物見遊山的な観光で大量消費の観光を考えて

いたわけでなくて、やはり地についた観光という中での１つのツールとして捉えてまいりました。

その方向性がしっかりとこの中でも打ち出されていただいているというふうに思っております。で

すから先ほどありましたように、多くの方に来てもらうのはありがたいですけども、ただ素通りを

してごみを置いてくと。それを漫然と受け止めていくという観光ではない。あくまでも清里らしい

観光の手法ということで、この中でも記載がされてございます。体験型、ツーリズム型の観光に向

けた取り組みを進めていくというのが非常に大事になってまいりますし、それで清里を愛する、清

里が好きだと、広く清里の魅力を感じてもらう、人に来てもらうというのが私の考え方でもござい

ます。それをいかに、清里に有している資源を線に繋ぎ、線を面に繋いでいけるかということでの

対応が必要になってくるというふうに思っているところでもございます。 

そんなことで、少しでも経済的に町に何らかの形で資源が落ちていく、そんな方向性がこの中に

一緒になっていく必要になりますので、そういうような部分について、町民の皆さんとも課題を共

有しながら進めていければなと思っております。 
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町民の皆さんが本当に自分たちの町を愛するからこそ、やはり訴えかけられるものがあるという

ふうに思っているところでもあります。今までいろんな面でまちづくりに取り組んでいただいてお

りますので、そういう方向性をしっかりと大事にしながら、これが町の魅力につながるような情報

の発信をしていきたいというふうに考えているところでもあります。 

以上申し上げさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 先ほどの河口議員の質問の中でも、最後の答弁で町長が我が町を愛してくれる人に来てほしい。

私たちもあちこち行きますけど、その町を愛しているから行くとか簡単なものじゃないんですよ。

言葉できれいごとを言っても実際来てくれないとどうもならないんですよ。 

町長も執行方針の中で美しい村連合の加盟を活かして、交流人口の増加や経済効果がもたらされ

るよう清里町を全国に発信ＰＲしていくと書いた。私が言いたいのは、この情報の発信、ＰＲ。具

体的にどうするのかって話をしている。きれいごとを差し述べて、あちこち行った時にこうです、

なんて簡単に来るわけないんですよ、人は。この近辺で斜里町が知床世界遺産になりまして１０年

経ちましたけど斜里町を愛しているからって来ますか。そんなもんじゃないんですよ。やはり有名

になったから日本各地から来るわけ。外国からも来るわけですよ。だからそういうＰＲを具体的に

どうしていくのかって話を聞きたいんですよ。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 いろんな捉え方があるというふうに思っておりますが、まず清里町を知ってもらわなければどう

にもならんというところは一緒かなというふうに思います。やはり清里町を知ってもらって清里町

へ行ってみたいなと思われるような情報をいかに発信できるかいうことが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、まずそういうところからスタートをかけていきたい。具体的に

と言いますと、先ほども言いましたようにホームページだとかフェイスブックだとか、観光バナー

に、いかにアクセスをしていくかというようなことが必要になってまいります。また地域の魅力を

上げなければ、それを発信するための魅力も自らつくり上げていかなきゃならんということもあり

ますから、清里町のブランディング事業化も今進めているところもございます。 

そういうものが混然一体となって、やはり清里の魅力が出てくるんだろうというふうに思ってお

りますから、そういうような中で多くの方に来てもらう。ただ来てもらって素通り型では困るとい

うような部分もあります。当然素通りの方も全く来るなとかそういう話ではありませんので、そう

いう方々も必要ですけれども、滞在体験型の観光をわが町は求めていきたいということでございま

すから、そういう中で少しでもそういうプログラムを皆さんとともにつくり上げながら、そういう

方向性を目指していきたいということでございます。 

情報の発信の中では、先ほどお話がありますように日本で最も美しい村連合に加入をしたわけで
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すから、その加入はどこの町も加入できる話でありません。これも１つの大きな魅力の展開になっ

ていくだろうと思いますし、またこれはうちの町が云々ということでありませんけども、今回は日

本ハムファイターズの応援市町村にもなっております。せっかくなったんですから、それを上手く

活用いただきたいというふうに思っておりますので、そういういろんな機会を通じながら、情報発

信をしていく。それがまず第１だというふうに思っておりますので、そういう中から清里を知って

もらい来てもらうという努力を積み重ねていきたいというふうに考えている次第であります。 

以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 端的にお伺いしたいと思いますが、東京・札幌。これは清里会がありますから、行く時にいろん

な人たちと交流する機会も多少あると思いますが、一般的に情報を発信してＰＲしようと思ったら

１カ所だけでなく、東京、関西、九州、四国、中部、山陰、東北。いろんなところに単なるホーム

ページ、フェイスブック見て来るかって話ですよ。 

今回、昨年１１月に島根へ行きました。良いところもたくさんありました。出雲大社は有名です

よ。だけど出雲大社のすぐそばにある足立美術館。日本一来客数が多いところ。皆さん知っていま

したかってことですよ。何かがあるから初めてそこを調べて解るんですよ。だけどその何かがある

んじゃなくて、黙っていても聞こえてくるような情報発信をうちの町はしていますかってことです

よ。だから具体的に私は聞きたいというのはそういうことなんです。もう一度答弁をお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 観光の形態大きく変わってきているんじゃないかというふうに思います。今はインターネットが

全国に普及されておりますから、情報をとりたいということであれば、いろんな情報をその中でと

っていくことができると。昔であれば、ツールというのがありませんから観光に行かなきゃならん

となれば、それこそＪＲの時刻表を片手に自分で調べなきゃならんと大変な労力を必要としたわけ

ですが、今はもう本当にインターネットの旅行というところをクリックするとバーッといろんなも

のが出てきます。東北なら東北という部分でやれば、いろんなものが出てくるわけですから、やは

りそういう媒体をいかに有効に使って宣伝をしていくかということが本当に大事になってくる。昔

の物見遊山的な観光でバスが何十台も連なってくる。こういうようなツアーの手法もありますけど、

今はほとんどそれが少なくなってきているわけですから、単純に観光協会に頼んでこういうものが

あるよと観光事業者に頼んでそういうものがありますよ、来てください。ツアーでどうぞって言っ

ても逆にそういうことが成り立たなくなってきている。これも今の観光が大きく変わってきている

原因の１つではないかというふうに思っております。 

清里町も少しでも知ってもらう。全国津々浦々に出かけていってというよりも変な話ですけども、

やはり費用対効果とかいろいろなことを考えていかなければなりませんから、今持てるツールの中



81 

にいかにそういう情報を有効に発信していけるかということが、最もやはり清里の身の丈にあった

清里らしい情報の発信の仕方というふうに思っているところであります。 

ですから、清里で自然に関心がある人に五感に感じていただけるような情報の発信を、その中で

クリックをしてもらうと。清里のその情報の欄を閲覧してもらうということが一番大事になってく

るんだろうなというふうに思っておりますので、そういう意味においていろんな媒体を使って清里

の身の丈に合ったやり方をしていきたいというふうに考えているところでもありますので、ご理解

をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 私たちの町は、冬期間はこういうふうに雪が多くて、ほとんど観光客っていうのはいないんです

よ。夏場です。夏場動いている人はどういう人か。定年退職してある程度余裕のある方が実際動く

んですよ。だから札弦の道の駅、夏場キャンピングがあんなにいるのはみんな定年退職組ですよ。

団塊の世代の人たちもいっぱいいます。そういう人たちはネットを見ますか。パソコン開けない人

がいっぱいいるんですよ。パソコンすら持ってない人も山ほどいる。だから情報の発信というのが

大事なんです。ネットとかフェイスブックって言いますけれども、そんなにそんなに若い人はとも

かく年寄りは見ていない。だけど実際遊んでいるのは年寄り、お金を落としてくれるのは年寄り。

その辺を十分踏まえた上で、今後優秀な職員がいっぱいいるわけですから、そういう情報発信のノ

ウハウを生かしてまちづくりに進めていきたいと思います。 

それとわが町にとって観光という部分に関しては外せないのがさっつる道の駅、それと昨年７月

にオープンしたきよ～るということになろうかと思います。きよ～るに関して町長も先程の河口議

員の質問の中で子どもたちのキッズがあり大変すばらしい、私もそういう面に関しては素晴らしい

と思います。しかしきよ～るの現状を見て、町長に聞きますけども単刀直入につくる前のイメージ

通りのものが町長はできたというふうに思っているかどうか。ちょっと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） 

 ２点についてお答えを申し上げたいというふうに思います。 

まず最初の情報の発信の手法等の関係でありますけども、いろんな情報の発信の仕方はあるとい

うふうに思っておりまして、その中の１つとして、今インターネットの時代でありますから、そう

いうものを使いながら進めていく、またその他に愛好家の皆さんでは口コミというやり方がありま

すので、そういう口コミをしていただけるような、また何て言うんですか、放送というんですか、

テレビだとかラジオそういう番組への登録の仕方というのもございますので、そういうような媒体

等を使って、より多くの方々に清里町の露出度を上げていくということの中で全体として御理解を

いただければというふうに思っているところであります。 

それからきよ～るの現状でございますが、きよ～るについては旧レストハウスがお辞めになられ
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た後の利活用の仕方という中で、清里の情報発信の場所としてきよ～るを再構築をしたということ

であります。全体イメージとしてはそういうような形で今も進んでいるというふうに理解をしてい

るところであります。個々のそれぞれの部門ごとの対応というのは、それぞれの時期のこともござ

いますので、いろんな部分において御意見をいただきながら、より良い方向性に進んでいければと

いうふうに思っておりますが、おかげさんで今のところ順調にスタートをさせていただきました。

これから半年を過ぎて、いよいよまた雪融けを迎えてくるわけで、シーズンになってまいりますか

ら、そういう面においても、少しずつ整備を図りながら、また対応策を考えながら、より多くの方々

に清里に来て、あそこで止まっていただいていろんな情報を収集していただく、そういう場として

大いに活用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） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 もう一度聞きます。きよ～るができる前の状態、まだ実施設計になる前の時の自分のイメージが

あったと思う。町長自身の。こういうものをつくって、こういうふうな町づくりにここを役立てて

いきたい。私が質問したのは最初のイメージどおりのものができたんですかって質問したんです。

それに対して答えてください。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 細かいところでいけばいろいろあるのかなと思いますが、全体としては、ほぼイメージどおりに

建ちあがったというふうに思っている次第でもあります。ただ全体としては、きよ～るの建物だけ

ではありませんので、全体として外構を含めた対応と、多くの子どもたちがあの芝生の上で遊んで

いただける。そのような部分においてもさらに磨きをかけていかなければという思いはありますけ

ども、全体としてのイメージとしては清里の最も情報を発信しやすい場所として、またそれにふさ

わしい施設として建ち上がったというふうに理解をしているところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

 

○５番（池下昇君） 

 今の答弁にありましたように全体的にはイメージ通りのものができたという回答なんですけど、

先日２月の１８日に住民大会ありまして、村連合の事務局の方、それから資格委員の山田泰司さん

ですか、来ていただきました。後半パネルディスカッションを行いましたけど、その山田さんも加

盟がゴールではなくて、地域資源を活用して未来に財産を残すことが目的である、清里町の地域資
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源ということに関して、そういう発言をしたんだろうなというふうに私は思いますけど、これまで

景観の美しい町づくりをしてきた清里町は、これからは美しさ、美味しさ、楽しさということに関

して、それを楽しむ場所をつくって欲しいというコメントをしている。町長はこの意見を聞いてき

よ～るがそういう場所になっているというふうに実感していますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 山田さんの講演をいただきました。清里町に住んで、自分たちの住んでいる町に誇りを持って、

そして自立した地域としてのまちづくりを進めてください。そのとおりでございます。 

清里もいろんな面において今まで町民の皆さんのご努力をいただく中で、こうした町が出来上が

ってきたわけであります。それにさらに一層の磨きをかけて、次の世代へと引き継いでいく、それ

が我々の役目だというふうに感じているところであります。 

そうした中で清里らしさの景観、そして清里らしさの優しさ、そういうものをしっかりと受け継

いでいきたいと思いますし、また多くの町民の皆さんが住んでいて良かったと実感のできる幸せを

感じることの出来る町にな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。そうした施設

の１つとして、きよ～るも建ち上がったというふうに私は理解をしているわけでありまして、清里

のきよ～るだけが云々ということよりも、全体としてそういうものがトータルにまとまって、その

清里の情報発信魅力を感じていただける。そういう施設になっていけば良いなというふうに思って

おりますし、鋭意そういう方向に向けて関係者で努力を積み重ねているというところでありますの

で、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今のきよ～るを見て、先ほども町長答弁の中にありましたけども、観光だけに来た方はどのよう

に町にお金を落としていけるのか。またそのきよ～るが母体となって、これからは動いていくんだ

ろうなというふうには思います。しかし現状で観光協会に丸投げしているじゃないのというふうに

見えるんですよ。なぜかと言いますと、観光協会と町の担当と逐一そういった会合を設けた中で、

うちの町づくりについてどの程度話し合っているのか、それが全く見えてこない。 

そして観光協会に清里町から地域おこし協力隊も２名おりますよ。彼らも清里町に魅力を感じて

きたわけです。大好きだから来たんですよ。何とか清里町の力になりたいという思いもあって来た

はずです。本当にそういう人たちの考え、感覚、意見取り上げられて、全てとは言いません。取り

上げられてそれが生かされる状況にあるのかどうなのか。それは町の担当者と観光協会一緒に会議

していますかって話ですよ。それが今後のまちづくりの、ましてそこを動線にしてうちの町の人も

ろくに歩いてない平日をどうやって地域活性化していくのか。きよ～るだけが人が集まってもしょ

うがないんです。パパスだけ人が集まってもしょうがない。それについて、どう考えていますか。 
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○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けれども、基本的にきよ～るの場所については、ＮＰＯ法人観光協

会に管理運営をいただいております。本来の観光業務にあわせていろんな部分で清里のＰＲをして

いただいているということでありますし、当然あそこの施設として物販をいただいてもおりますし、

また来られた方々に対するレストランでの飲食等の提供ということもしていただいているわけであ

ります。 

御質問の中で観光協会に全部丸投げしているんじゃないかということでありますが、直接な部分

では当然指定管理を業務委託方式でお願いをしておりますので、そういう部分でありますが、定期

的に観光協会とも連携をとりながら会議を持ってやっているところでございますし、また協力隊の

環境は必ず週に月曜日だったかな、まず役場に出勤をしてもらって、そこで連絡調整をしながら１

週間の業務に入ってもらうということで、綿密に連携をとりながらやっております。私自身も時々

きよ～るに出かけて、観光協会の方々ともまたそれ以外の部門で運営されている方々ともお話をし

たり、意向を聞いたりということをやってきているわけでありますから、全体としては、そういう

中で進められているということでございます。 

特に協力隊の関係は、毎月その課題を持ち寄ってどうしたら良いかという部分で連携を図りなが

ら進めているということであります。協力隊のいろんな意見でいろいろなイベントが組まさってお

ります。きよ～るでやっているマルシェだとか野菜市だとかそういう対応だとか、前にもやりまし

た食等の関係で、協力隊の意見を取り入れた中で、一体的な方向性に向けて起こしてきたというよ

うなものもございますので、全体としてそういう考え方で進めているということでございます。 

また後段でお話ありました町の中に、商店の中にあまり人が見受けられないということでありま

すが、これは観光協会だけでの話でなくて町全体として、どういうふうに商工振興、町の活性化を

求めていくかと。その中の１つの事業としては、観光というのは大きな要素を占めてきますよとい

う思いをいたしているわけでありますから、それらもトータルに考えていかなければならない時代

に入ってきた。商工は商工観光、商工だけをやる。観光は観光だけをやるということでなくて、全

体としてそういう連携の中で進めていかなければならない、そういう時代に入ってきたんだろうと

いうふうに理解をしているところでありますので、これからもしっかりと観光協会やまたは商工会、

当然基幹産業である農業というものが、中心になってくるわけですから、そういったことも連携を

とりながら、町全体としての活性化や産業の振興施策をどうしていくかという部分を含めて、これ

からも連携を強めていきたいというふうに考えているところであります。 

以上であります。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 町長の言わんとしていることは解らないことはないんですけど、理解できないことも山ほどある
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んですよ。観光協会に地域おこし隊の人がいて、お祭り的な行事もいろんな施策の中で出していた

だいてやっておりますよ。週に何回か企画政策それから総務に顔出して、いろんな打ち合わせをし

ているのは知っています。ただやはりいろんな意見が出ていると思うんです。外部から来た人です

から。清里町を好きで来ても、清里町に何年かいるとだめな部分、嫌いな部分見えますよ。私の今

日の題材は地域振興対策ですから、その地域をどうやって活性化させるか。 

私が言いたいのは、さっつるパパス、きよ～るだけが人がたくさん来てお金を落としてくれても、

本町にお金を落としてくれなかったらうちの町はだめになってしまうでしょうって話をしている。

まして町民の皆さんのために毎年プレミアムやっていますよ。これだって、３００何万もかかって

いますよ。だけど本当に一時だけなんですよ。あっちこっちにお金が動いているのは。そうじゃな

くて町の人たちがこれだけ中心街に寄って来なくなった。お金を落としてくれなくなった。だった

ら観光客に落としてもらうということを考えるしかないじゃないですか。その観光客が道の駅とき

よ～るだけに落としたって、うちの町の中は全然変わんないんですよ。どうやって町の中にお金を

落としてもらうかってことが大事。私は町長に具体的にはこうしたら良いんじゃないのっていう案

があったら聞きたいんです。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 御質問の商工振興と観光との関わりでありますが、基本的には活力があって、賑わいがあるとい

うのが一番大切なことであります。しかしながらやはり人口が減ってきて購買力も町外へ流出して

いるというような実態でありますから、商工関係の方々の大変な御苦労をされているというふうに

理解をしているところでございます。 

そうした中で商工振興、町に賑わいを持たせるためということの具体的な策は無いのかというこ

とでございます。今までも町においては、色んな部分で施策展開をしてきたということであります。

そのひとつとしては商店街の活性化のプレミアム商品券の関係、また新たに店舗出店する場合の出

店支援の関係。また改修等をする場合に改修に対する支援対策、それと運営するための運営資金対

策も必要ですから、そういう中小企業の融資対策についても逐次政策を打ってきたということであ

りますし、それ以外の地域の振興券というような形の中で、振興券の発行事業も裏を返せば町の中

で少しでも消費をあげていただきたいという中で進めてきた政策であります。 

しかし、そういう政策をして本当の意味で町が賑やかになったのか、商店が増えたのかというこ

とになるとなかなか厳しいものがありますが、ただ１つは６次化の道も進めておりますから、今ま

での既存のお店屋さんだけでなくて、６次化によって新たにそういう部門に入られた方々も数多く

いらっしゃいますんで、そういう部分で少しずつ商業の形態が変わってきているという部分を踏ま

えながら、対応していかなければならないのかなというふうに思っているところであります。 

はっきり言ってこれをやったから良くなる、未来永劫続いていくぞという妙案については私自身

が今は持ち得ておりません。そういう部分を多くの方々の意見をいただきながら、協議して少しで

も前向きな方向性に捉えていけるように商工会や、また観光協会も当然でありますが、先ほど申し

あげましたように基幹産業である農業というものをバックボーンとしながら、連携を図っていきた

いというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 私の今の質問に対して、具体的な案はないと。６年間という時間が一体何だったのか。自分が町

長にやるために手をあげたわけですよ。なぜ手をあげたか、町を良くしたいからです。町民の皆さ

んの安全安心をこれからも担保していくためのまちづくりをしたい。そして商業施設が疲弊してい

る中で、何とかやりたいという思いでいろいろやっていますよ。新規出店やら店舗改修やら。でも

本当にそれがうちの町の賑わいを取り戻す政策になっているのかっていう話ですよ。現状は毎日５

差路のところに立っていると、人はほとんど歩いていません。皆さん解っていると思いますが、本

当に４千１９７人になった町が、なんぼもしないうちに４千人切るでしょう。そんな中で、町長が

案がない。恥ずかしいですよ。案がなかったら８０人の行政職員でいろんな話をして、円卓会議し

ていろんな案をくれれば良いんですよ。町長、それすらやっていない。こんな行政で本当に良いん

でしょうかと私は思うんです。トップが、首長がしっかりしていないと、うちの町は絶対良くなり

ません。それを踏まえて、もう時間もありませんが、最後に町長の考えを聞きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ご質問でありますけど、清里町のまちづくりという観点でいけば、商店街だけでありません。多

くの方々がかかわっている４千２００人の方々のまちづくりをしていかなければならないと思って

おります。商店の関係については店舗の出店や住宅リフォーム。それから商品券事業。またプレミ

アムの関係。いろいろ今までも中小系融資を含めて、展開をさせていただきました。何もしてこな

かったということではなく、いろんなことをやりながらきていますが、なかなかそこを脱して活性

化、賑わいを取り戻すまで至っているかとなると、なかなか難しいというのが現状ではないかとい

うふうに思っております。いろんな政策について、それぞれの所管の中で意見を聞きながら対応を

してきたつもりでもありますし、現実対応もしてきたというふうに私は自負いたしております。 

しかしながら、全体としての人口も増えてきていないことも事実であります。この現象だけを捉

えてまちづくりがなってないとかそういう話ではないだろうというふうに私は思っております。ト

ータル的に清里町に魅力を感じてもらうまちづくりを進めていくのが、我々の役目だというふうに

思っているわけであります。 

やはり時代というのは常に動いてまいりますから、的確に捉えながらまちづくりをして、魅力を

感じてもらう。そういう町にしていきたいというふうに思っているところであります。商店の関係

も、先ほど言いましたように、さまざまな直接的な政策展開をしておりますが、町づくり全体とし

ては、膨大な施策を新規に打ち込んできたということも事実であります。それは子ども子育てであ

り、教育であり、福祉の充実であり、そういう中から町全体としての活性化が図られていくという

方向性が見出せていければ、私はそう言う形の中での清里町のあり方というものもあるのではない

かとそういうふうに捉えているところであります。以上申し上げて、答弁といたします。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 まだ５分ほど時間があるようですので、もう一度質問させていただきますが、町の商店街だけが

政策の１つではないとお話をされました。たしかにうちの町は一次産業が農業ですから。しかし今

農家の方々どこを見ても私から見る目はうまくいっているんだろう。もうそういうふうに思ってい

ます。ＴＰＰの問題もありましたれど、そんなに極端に変わることは無いだろうと思っています。

やはり１次産業がうまくいっている中において、商店街、町の中全体が下を向いてしまうような町

民が多くなるというのは、寂しいですよ。私も議会議員に２期目で６年やってきましたけども、そ

ういうのを見ますと日々皆さん体力が落ちて、仕事にも上向きなこともなく、ただ過ごしているの

かなって人が多いように感じられます。だけど行政が主体となってやらなければならないことは山

ほどありますよ。地域振興が進むと町に元気が出てくる、活気が戻る、そういう具体的な意見を私

は今後とも若い職員から職員を生かして、育てて、そういう意見をどんどん言わせるような環境作

り。そこは大事かなと言うふうに思います。 

町長もあと任期２年残っているわけですから、２年を自分のためでなく町民に愛される町長にな

っていただくためには、町民の方を最優先に考えた政策を今後ともどんどんして欲しい。町民がど

う判断して清里町から仕事がないからといって出て行かず、定年したからといって出て行かず、そ

ういう町づくりにして欲しいと私は思っております。これが最後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） 

 御質問であります基本的に町そのものの活性化に向けた対応ということで、私も取り組んできた

わけであります。決して自分のためという考え方は、毛頭ございません。みなさんと共にいかに良

くして、次の世代に引き継いでいくかという考え方で取り組んできているわけであります。職員の

皆さんも、それぞれの中で頑張ってきていただいております。意見についても十分に聞きながら、

これからの政策に活かしていきたいというふうに考えておりますし、いろんな方々と連携を図って

いかなければならない。課題を共有するという商店だけでの課題、農業は農業だけでの課題、林業

は林業だけでの課題でなく、これを全体の町の住民の全体の課題として捉えて、まちづくりに参画

をしてもらうというのが最も大事なんだろうというふうに考えているところであります。その中の

１つとしても商店街のあり方も含めて、今後の政策の中に活かしていければというふうに考えてい

るところでもございます。 

いずれにしてもこの町で住んでいて良かったと思っていただけるような、そのまちづくり幸せを

感じていただいける。そのまちづくりのために鋭意引き続き努力をしていく所存でありますので、

ご理解賜りたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 これで池下昇君の質問を終わります。ここで昼食のため１時まで休憩いたします。 

 

 

休憩 午前１１時４９分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。次に堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 今回私は、清里町の人口減少について町長のお考えをお伺いしたいと思います。近年人口減少と

少子高齢化は日本全体の大きな課題ですが、地方に行くほど深刻な問題となっています。地方では

人口減少が地域経済の縮小をよび、地域経済の縮小が人口減少を加速させるといった負のスパイラ

ルに陥るリスクが高いと指摘されています。清里町でも年々人口が減り続け、４千２００人を切っ

てしまいました。昨年末に、４千２０５人だったのが、今年１月に４千２００人を割り込み、２月

末の数字では４千１９２人となっています。 

この４千２００人という数字、町長も御存じのとおり、昨年３月に策定されました第５次清里町

総合計画後期５ヵ年計画２０１６年から２０２０年の中で２０２０年つまりは、平成３２年での目

標とする人口としたのが４千２００人という数字でした。昨年の３月、５年後の目標として定めた

４千２００人をたった１年で切ってしまうこと、大変残念に思いますし、今後の危機感を強く感じ

ます。このことについて、まず町長の率直な考えをお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、堀川議員からの清里町の人口減少について、第５次総合計画後期５カ年計画の平成３

２年度目標人口４千２００人を割り込んだことに対する町長としての考え方ということでございま

す。清里町における人口につきましては、昭和３５年の国勢調査で、１万１千１３人が記録されて

おりました。これをピークに減少に転じてという状況にありました。御案内のように、この２月末

現在では４千１９２人となりました。ピーク時の３８％ということでございます。減少傾向に、一

向に歯どめがかかっていないという状況にあります。この人口につきましては、人口ビジョンのま

ち・ひと・しごと創生にかかる総合戦略を作成するにあたっての人口ビジョン。それから第５次総

合計画での後期５カ年計画の目標値として定めているのは昭和３２年の推計人口４千２００人とい

うことでございますから、もうすでに３年～４年早く、この４千２００人を割り込んだという状況

があります。 

この人口推計にあたっては、各種の施策を展開することによって、合計出生率を向上させる。そ

れから人口の社会減を抑制させると。そういう施策をつぎ込んだ上でのシミュレーションでござい

ます。単純に人口問題研究所が、また創生会議が策定した人口減少ビジョンから見ると、そういう
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政策の展開の部分を上乗せした町独自の対応でございます。  

そうは言いながら、現状に早い時点でその数値に達してしまったという状況でございます。この

２０年間の人口の推移を見てみますと、年によってでこぼこ感はありますけども、２０年平均する

と年６５人平均ぐらいで減少してきております。直近でいきますと、この１０年ぐらいでいきます

と６０人程度になってきておりましたんで、そういう状況で少し減少に歯止めがかかりつつあるの

かなというふうに思うところであります。 

そんなことで今回の４千２００という数字推計をしたわけでありますが、結果としては割り込ん

でおります。このことについては、清里町のまちづくり活性化にはマイナスのスパイラルというこ

とになっていくんだろうなということで不安材料が増えてきたということで考えてございます。今

後新たに展開をしております新しい活性化の政策、また子ども子育て政策、これらの部分が徐々に

政策効果が発揮されてくるだろうと。そういうことならば次の段階に向けて減少率については緩和

されていくんではないだろうかとそのように考えているところでございますので、これらの施策の

効果の発現を見極めていきたいなというふうに思っておりますし、且つこうした状態がまだまだ続

くようであれば、これらの政策の有効性を改めて再評価をする時期に来るのかなと考えております。

そうならないように、今の政策の中で何とか効果が発現できるようにそういう希望を持っていると

ころであります。以上申し上げて答弁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） 

再質問させていただきます。５年計画の目標人口はこの冊子の前段には次のように書かれていま

す。本計画で示した各種施策の実施により、緩やかな減少や抑制効果、さらには努力目標としての

意味合いを加味したものとなりますが、さらに急激な経済社会や産業構造の変化も考えられること

から一定の流動的要素を含んだものとなります。本計画における細やかな子育て支援や移住定住促

進、さらには産業振興を通した幅広い地域雇用対策を推進することにより、一定の抑止効果と新た

な増員要因を加え、平成３２年の目標人口を４千２００人とします。このようにありますが、努力

目標を加味したとしても、この計画自体余りにも無理な目標だったと言わざるを得ません。 

平成２７年１０月に作成された人口ビジョンのシミュレーションによりますと様々なシミュレー

ションがされております。清里町独自のシミュレーション。日本創生会議が示したシミュレーショ

ン。それに加えてシミュレーション１からシミュレーション５までのさまざまなシミュレーション

がされておりますが、平成３２年に４千２００人を保つためには、合計特殊出生率が現在の１．５

８から直ちに２．０７に上昇し、加えて人口の異動つまりは転入転出がプラスマイナスゼロになら

ないと達成できない目標であります。全く現実的ではないと言わざるを得ません。もっと解りやす

く言いますと１年に５０人ずつ減少していたものを２５人ずつ減る目標を立てました。しかしその

あと１年４カ月で１３０人も減ってしまいました。このような実態になっております。計画の甘さ

という点ではどのようにお考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 人口の推移でありますが、御指摘をいただきましたように、４千２００人を早々と割り込んだ。

それに対して無理な数値目標を掲げたのではないかということでありますが、これの推計に至って

は、努力目標的な要素を十分加味した中での対応とある程度施策を打ち込むという場合において、

マイナスの施策の打ち込みというのはあり得ないわけで、やはり目標を高く掲げて、そこに向けた

施策ということでの打ち込みを行ってきたわけでございます。ですから、この計画を策定するにあ

たっての特殊出生率。これも２．０７％ということに算定をいたしておりますし、また人口の社会

減についてもプラスマイナスのところまでというのは抑制の対象でありますけども、現実問題とし

てここ数年来、少しずつ社会減少は減ってきていたというのは事実であります。ただし残念なこと

に、出生数の方がお亡くなりになられる方よりずっと減ってきたと。これが大きな要因なのかなと。

統計を見てみますと、平成４年までは出生数の自然増が多かったんですが、平成５年以降全体人口

の減少とこれが大きく響き、若年層の比率が減ってきているということで、平成７年あたりから１

５歳までの人口が６５歳以上の人口、それまでの間は上回っていたんですが、今６５歳以上の人口

の方が総体の中での多くなってきている。そんな影響もありまして、どうしても子どもの出生が減

少してきている。現在ここのところ大きな変わりはないんですけれども、だいたい３０人前半ぐら

いで、ここ数年間は推移をしてきておりますので、そういう部分含めていろんな政策を打つことに

よって子供さんの出生を増やしていくという部分での施策を展開しながら、この数値目標を設けた

わけでございますので、そういう意味において確かに現状としては少なく下回った。ですが、これ

からそこら辺の政策を行ってから年数が短いわけであります。そして今年から新たな妊婦さんの健

康診断とか、また子ども子育ての経済的負担を軽くする。そういう意味で、給食費の無償化に向け

た補助支援策も新たな施策の展開として行いますので、これらの成果が近いうちに現れてくるだろ

うと期待をしているところでもありますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 行政そしてまちづくりは計画に沿っておし進められていきます。私が携わった２年間中でもたく

さんの計画が作成されました。教育、健康づくり、住生活、防災などなど、高額なコンサルタント

料を支払い、大変立派な計画ができ上がっています。しかしどんなに立派な計画でも、きれいごと

で絵にかいた餅では、元も子もありません。着実な実行と効果を期待するところであります。人口

減少についてですが、この問題は子育て、雇用、福祉などさまざまな要素が複雑に絡み合っている

問題だと思います。この問題解決には余りに広範囲のテーマになってしまうため、今回私はただ単

純に足し算、引き算で人口問題を考えてみたいと思います。つまりは生まれてくる子供を増やして

亡くなる人を減らす。引っ越してくる人を増やして、引っ越していく人を減らす。出来ることなら

ば、生まれてくる子どもを５人増やして亡くなる人を５人減らす。引っ越してくる人を５人増やし

て、引っ越していく人方を５人減らす。なかなか容易い数字ではありませんが、このままのペース

で人口減少が進めば平成３２年には４千人を切ってしまう危険性があります。４千人を切らないた

めに何としても減少のペースを少しでも落とさなければなりません。 
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まず１つ目、生まれてくる子供を増やす。そのためには若い世代の結婚、妊娠、出産の希望を叶

えていくことが重要です。清里町では不妊治療への助成、出産祝い金事業、来年度からは妊婦健診

への交通費助成などといった支援が充実していますが、今後においては、未婚率の改善に向けた取

り組み、つまり結婚への支援が現在まだこの町では足りていません。以前町長は、結婚は、個人的

な問題なので、なかなか難しいと話されていましたが、今こそ、町として積極的な支援が必要な時

だと思います。まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で謳われております恋愛・結婚応援セミナー

の検討。町コン開催の検討。コン活プロジェクトの検討とありますが、もう既に検討ではなしに早

急に実施していただく時期がきていると思います。 

この点について町長はいかがお考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 人口対策の計画で人口含めた政策の対応をしてきたわけでありますが、まず政策が効果を発現す

るのに最大の努力をしていただきたいというふうに考えております。その中で今般御提案もいただ

きました人口を増やす対策の１つの手だてとして生まれてくる子供を増やし、亡くなる方を減らす。

それから社会的に来る方を増やして、移動していく方を減らすという中での若い世代の婚活として

の対策の関係でございます。御案内のように御結婚されてから様々な子ども、子供施策を町ではや

ってきておりますし、私としてはこの近隣においてもこれだけ充実させた施策を打っているのは我

が町だけだというふうに自負しているところでもございます。ただその中で、実際に出会いだとか

結婚ということになると、なかなか相性というものもありますし、絆と言いますか難しいところが

あるわけですが、もう手をこまねいていられる状況でないというのも事実であります。これら総合

計画の中でもやはりそれらの対応策というふうについて、しっかりと記載がされているところであ

ります。 

今までも農業関係においては、後継者対策協議会というのが関係機関で組まれておりまして、農

業後継者の結婚についてのさまざまな対策を打ってきたというのは事実でありますが、これを町全

体でというようなことも、その中で幾度となく議論をされてきたところであります。今般、もう既

に実施が終わりましたけども、担い手対策協議会が中心となって出会いの場をつくるというような

ことでの会合と言いますか、交流会も実施をされておりますし、また異業種の交流会というような

ことでも、いろんな部分でパン作りをしたり、青年部が農協青年部として若い女性を対象としたパ

ン作りをやったり、いろんな対応をさせていただいておりますので、このような自主的な対応をあ

わせて町の方としても、または後継者対策の中でどういうような対応、対策を打っていけるのか含

めてしっかりと、もう手をこまねいている時期ではないぞというのも十分に理解するところであり

ますので対応を進めていきたいというふうに考えている次第であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 
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○２番（堀川哲男君） 

 今の町長の答弁にありましたように、以前より農業後継者には農業者担い手育成協議会が中心と

なって担い手対策が行われてきました。ここ数年、農協青年部自ら企画した出会いのイベントも盛

り上がりを見せています。先ほどもありましたように、これを農業後継者だけでは無しに、町全体、

商業、工業、役場、農協、町内に住む若者全体を担い手として捉え、応援していくシステムづくり

が必要と考えます。若者同士の横のつながり若者ネットワークづくりのお手伝いを町としてもしっ

かりとしていくべきだと思います。 

少々話は飛躍してしまいますが、毎年行っている成人式から３０歳になる１０年後の年に、三十

路式という式があったら楽しいだろうなと個人的に思っています。町内に残った人も町外で働いて

いる人も町外出身で清里町に就職した人も３０歳の記念のお祝いをしてみんなで楽しく盛り上がる。

懐かしい久しぶりの出会いもあるでしょうし、結婚して家族を持っていれば、家族みんなで清里町

に訪れてもられる良いきっかけになると思います。このような若者ネットワーク的な新たな事業が

町で取り組む応援をしてあげるということができれば、いろいろな婚活事業の中にも繋がっていく

でしょうし、移住定住にもつながっていくと思うので、その辺ももし検討できれば、検討していた

だきたいと思います。清里町に住んでいる若者全体を考えた若者ネットワーク的な取り組みについ

てはいかがお考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御提案の内容でありますけれども、基本的に婚活と言いますか、そういう出会いの場を

つくるということについては十分認識を我々も深めているところでございます。先程から申し上げ

ましたように、もう既に農協の青年部あたりは自主的に、また青年団あたりも実績に動き出してい

るということがありますんで、行政が先頭を切るのが良いのか、バックアップにまわるのが良いの

か、ここらへんもしっかりと見極めながら行かなきゃならんなというふうに思っておりますけど、

いずれにしろ、何らかの形で関与をしながら、そういう方向性をしっかりと求めていきたいという

ふうに思っております。 

そういう部分での出会いの場をつくるという流れの中で、具体的にこれからの対応になってまい

りますけども、町でいろんな事業をやっております。例えばウォーキングだとか登山会だとかやっ

ておりますので、うまく若い人方を取り込みながらやっていけるかという部分を含めて、十分に勉

強していきたいというふうに思っておりますし、御提案ありましたように、２０歳の人が１０年後

にどうなっているんだと仲間集めをしながら、そういう中での対応をしていくだとか、また本当に

３０前ぐらいの人方の要所のときにそういう交流の場を設けていくだとか、いろんな行事の流れと

してやっていくことがも可能でないかなというふうに思っておりますんで、それらの部分を含めて、

これから十分に担当の方とも検討を加えながら実効性のあるものにしていきたいというふうに考え

ておりますのでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 
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○２番（堀川哲男君） 

 結婚に対する応援の仕方というのは非常に個人的なことでもあり、デリケートことなので、なか

なか難しい面もあると思いますが、そうは言っていられない時期に来ていると思いますので、その

へんの結婚対策に関する支援というのを積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

そして清里町は、妊娠出産への支援に加えて子育て支援も充実しています。保育料の補助、高校

生までの医療費の助成、そして新年度からの給食費の無償化等々、これだけの支援策も行っている

ことをもっと内外に発信してＰＲしていくことが大切だと思います。そのことによって清里町の良

さも内外に解ってもらえるでしょうし、新たに移住定住というふうにも繋がっていくきっかけにな

ると思いますので、そのへんの発信ＰＲも是非していっていただきたいと思います。 

次に亡くなる人を減らす取り組み。このためには私が昨年６月に一般質問させていただいた健康

寿命を伸ばす取り組み。これが非常に重要になってくると考えます。ここ数年亡くなる人の数は、

年間６０人程度ですが、残念なことに昨日まで元気だった人が突然亡くなるといったケースが増え

ているように思います。このことは家族友人にとって大きな悲しみであり、また社会全体にとって

も大きな損失です。このようなことを予防するには健康診断をしっかり推進していくことが大切で

す。今年度ミニドック健診を受診する人が少なく３００万円もの予算が余ってしまっています。高

血圧や糖尿病などの生活習慣病を予防する意味でも、健康診断は必ず受けるべきで、その推進は町

の役割です。この健康寿命を延ばす取り組み、健康診断についてはいかがお考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 前段の関係でありますけども、子ども子育て支援を町内しっかりと周知をしていきたいと思って

おりますし、また観光事業ではありませんけれども清里を知ってもらい、清里に魅力を感じてもら

う。そういう意味から、これらの子ども子育てのしやすい町としてのイメージ。それに対する対応

策についても、いろんな媒体を通じながらＰＲ宣伝をしていきながら、少しでも清里に目を向けて

もらう。そういうような対応としても進めていきたいというふうに考えております。 

また御質問の亡くなる方を減らす方策と健康寿命の引き上げという課題でございます。健康寿命

というのは御案内のように介護を受けたり、寝たきりにならないで健康に自分のことは自分ででき

るというその年齢の平均寿命との差でございまして、だいたい日本人男女ともに９歳ぐらい、そこ

で差があるというふうに言われております。ですから元気で平均寿命迎えられる９年前に大方の方

は介護が必要になったり、寝たきりになってしまって、要は何らかの対応をしてもらわなければな

らないような実情にあるというのも事実なのかなというふうに思っております。 

町としては、そういう人方を少しでも減らすというようなことから、今までも高齢者に対する支

援という意味で肺炎球菌だとかインフルエンザだとか色んな部分での支援策もしてきております。

また、町民全体においても健康診断、ミニドックですか、これらの受診等々についても対応してき

たところであります。不用額としては３００万ほど先ほど云々ということですが、執行率としては

７６％を超えておりますから、かなり一般的な部分の健診としては、執行率は高い方ではないかと

いうふうに思っておりますし、またそれに向けて保健福祉課保健師さんを中心にさまざまな対応を
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させていただいておりまして、少しでも、この受診率がさらに上がってくるように努力を重ねてい

きたいというふうに思っているところでもあります。またそれ以外で直接的な部分でなくて、健康

はいつでも不安なところがあるわけでありまして、万が一のときには一昨年から２４時間健康相談

電話ですけども、そういうシステムも導入しておりますので、まず万が一のときには対応をしてい

ただき、そして全体としての対応に入っていけるというようなことも踏まえてより一層健康づくり

のために努力をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふう

に思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 健康診断の後につながる特定検診の相談も清里町は低いのが現実でありますし、清里町の健康寿

命は全国平均よりもかなり低い傾向です。健康で長生きするために、また突然死を防ぐためにも健

康診断、特定検診を町内の各事業所とも連携をとりながらしっかりと推進していっていただきたい

と思います。 

次に、転入者を増やし、転出者を減らす取り組み。これは雇用環境を良くすること、住宅環境を

良くすることが重要だと考えます。清里町において、すぐに大きな雇用を生み出すことはなかなか

現実的ではありませんが、仕事を求めている人と人手を求めている人を結びつける清里人材バンク

または清里版ハローワークのようなシステムをつくり上げると新たな雇用の発掘につながるのでぜ

ひ取り組んでいただくべきだと思います。 

また、住宅環境についてですが、民間の賃貸住宅が極端に少ない中で、空き家の利用が有効だと

考えます。冬になると空き家の多さがはっきりと解ります。その空き家も有効に利用されておらず

非常にもったいないなと思います。清里町では空き家バンク事業を行っていますが、登録された物

件も契約済みになったり、現在売買又は賃貸できる住宅はたった３軒です。空き家バンクに登録し

てくれる空き家の掘り起こしを町ぐるみ地域ぐるみでしていく必要があると考えます。 

例えば自治会の協力を得ながら空き家対策をしていくのはどうでしょうか。自治会にとっても空

き家のままの住宅は好ましくありませんし、入居者が決まれば、当然自治会の一員になるわけです。

来年度からの空き家改修補助事業ともあわせて、空き家の掘り起こし、空き家を有効に利用して住

宅環境を良くすることが大切だと考えます。雇用の環境を良くすること住宅の環境を良くすること

について考え方をお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 人口減少対策としての雇用の場の確保、それから住宅施策の対応という質問かというふうに思い

ます。雇用の確保の関係も難しいところがありまして、いかほど登録になっているのかという部分

もあります。現状問題として、今ハローワーク清里版の立ち上げに向けて対応を進めているという

ことでございます。これについてもどういう仕組みでやっていくかというのが一つ大事になってま
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いります。国の方ではハローワークというしっかりとした組織がありますけども、それをそのまま

そっくり真似するのが良いのか、または別な角度からの掘りおこしをしていくのが良いのか。これ

らについても仕組みづくりをしっかりしていきたいなということで考えているところでございます。 

それから住宅の関係であります。人が移動するということは常に住宅生活環境との対応が出てく

るかというふうに思います。御案内のように清里町には１００軒を超える空き家があるというふう

に言われております。ただ実際問題として、すぐ住むのに適した空き家になっているかというのは

ちょっと難しいところもありますけども、今現在は空き家バンク制度を活用して、そこに空き家に

なっている部分で貸したり、または売買したり可能だという部分については登録をいただいており

まして、今までもかなりの実績を上げてきているというのが実態であります。ただどう見てももっ

たいないなという空き家が本当にあります、清里には。たくさんありますが、そういうところに直

接声かけても、いつ帰ってくるか解らない。中に入っている荷物を動かしたくない。そういう方が

ものすごく多いわけでありまして、本当にもったいないなと、住まないと住宅はすぐダメになって

しまうのになと。そんな思いでいるわけでありまして、少しでもそういう建物が有効活用されるよ

うにという思いで私ども全く同じ気持ちであります。 

そんな意味において、今はこの空き家バンクそのものの事業というのは町から観光協会の方にお

願いして、事業の１つとして、移住定住対策で合わせて実施してもらっているということもありま

すんで、そこら辺のやりとりも含めながら、さらに地域の方々を巻き込んだ、これも取り組みの方

策が検討できるかどうか、十分に精査をしていきたいというふうに考えております。 

また移住定住に向けたそれぞれの支援策というのは、今でも対応をさせていただいておりますの

で、これらについては、今後ともそういう対応の中で進めさせていただきたいというふうに考えて

いるところでもございますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

それから移住定住に直接的に結びつくかどうかというのは、またいろいろあるんですけども、町

としては従前から体験型ちょっと暮らしと言う制度の中でよそから来た人にまず清里にちょっと住

んでもらって、清里の良さを解っていただこうというようなことで、今までも実施をさせていただ

いております。これらにつきましても住宅がそういう空き家バンクみたいなのが出て来ればそうい

うところでうまく活用しながら、多くの方に清里に来てもらえるというようなこともありますので、

これらの部分の使っている住宅やなんかと含めて全体的な検討の時期かなと思っておりますので、

そこらへんについても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） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

清里版ハローワークということについては現在検討中ということでありますが、是非とも早い段

階で清里版ハローワーク、清里版人材バンクを立ち上げていただいて、すぐにでも結果が出るよう

な形に取り組んでいっていただきたいと思います。 

また空き家対策ではありますが、空き家バンクの登録が先ほどたったの３軒という話をさせてい

ただきましたが、その空き家をいかにして登録件数を増やすかというのがもう喫緊の課題になって

いると思いますので、たった３軒ではバンクというには余りにもちょっと寂しい状況なので、観光

協会にお願いしていることではありますが、町全体での取り組みとして空き家を少なくしていく、
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その空き家を有効に利用していくということでぜひ動き出してほしいなとそのように思います。 

雇用環境と住宅環境を少しでも良くして定住促進特に若い世代の定住につながるような取り組み

をぜひともお願いしたいと思います。 

加えてもう１点、地域おこし協力隊の増員を要望します。まち・ひと・しごと創生総合戦略では

平成３１年度末の数値目標として協力隊の数を現状維持の２名としています。協力隊は地域おこし

のために活躍してくれることに加え、移住定住へのモデルケースと言えます。現状維持ではなしに

ぜひ増員していただき、移住定住促進と地域おこしを両立できるような体制づくりをしていただき

たいと思います。いかがでしょうか。 

 

○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けれども清里版ハローワークの関係で、今の時点で担当に聞きます

と、３０年からの立ち上げ予定をして準備に入っているということでありますので、少しでも前倒

しが出来るのであれば、そういうような御意向を踏まえながら進めていければと思っております。 

また空き家の有効活用に向けた取り組みであります。現状としては空き家バンク制度でやってお

りますので、それも観光協会に業務を委託しながらやっているという経過があります。そこらへん

との全体的な連携をどうやっていくかということも含めて検討させていただきたい。これは空き家

の関係について、従前空き家については、空き家改修事業は認めていなかったんですが、今年から

新たにその空き家で貸す場合で、自分で住んでいるのは空き家ではありませんから、そのまま従前

の施策をそのまま使えるわけですけども、今お話にありましたように空き家を人に貸していただけ

る場合については、その改修支援の対象に含めるということで新たな制度を起こすことにいたして

おりますので、もう少しＰＲをしっかりとしながら全体として空き家登録が増えていくように一層

の努力をしていきたいというふうに考えております。 

それから地域おこし協力隊の関係でありますが、必ずしも２名に限定してはおりません。こちら

の方、ただいまの状況の中での対応では、たまたま商工観光を中心と地域おこしという部分でお２

人での対応をしておりますが、今後、緑地域や札弦地域小学校が今閉校になっていく。そうした後

の地域対策をどうするんだというのは、これも当然これからの大きな課題になってまいりますので、

そういう地域の戦略をつくっていくことができるのか、知恵を借りなければならん、そしてそれを

直接窓口となって展開していける、そういう職員の配置も考えていかなきゃならんというふうにな

ったときには、やはりこういういろんな角度からの協力隊の知恵もいただけければならないという

ふうに考えております。そういう時期をタイミングを失しないような形の中で、いろんな方策、こ

れは地域おこし協力隊だけということではありません。全体としてチームをつくって、どうその地

域を活性化に向けた方策を展開できるかということで考えていきたい。その中の一員としてやはり

地域おこし協力隊の力も必要であれば借りていかなきゃならんというふうに思っておりますから、

上限が何ぼだとか下限が何ぼだとかということではなくて、必要に応じた対応をしていければなと

いう思いでおりますので御理解をいただきたいというふうに思います。 
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○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 是非とも前向きな検討をお願いしたいと思います。人口は町の元気のバロメーターです。２０２

０年、平成３２年になんとしても４千人はキープできるよう危機感を持って人口減少対策に取り組

んでいっていただきたいとこのように思います。 

人口減少問題は、足し算引き算で解決できるほど単純な問題ではないことは十分承知しています

が、やれることからまずやる。危機感を持ってやる。町長の町政執行方針の柱でもある、本当にこ

の町に住んでよかったと実感できることができるまちづくり。このことを実現するためにもこの人

口減少問題にしっかりと取り組んでいただきますようお願いして、私の質問を終わらせていただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 人口問題は難しい課題でありますし、どこの市町村でも極めて困難で難しい課題として捉えてお

りますし、我が町にとってもまさにそのとおりではないかというふうに思っております。 

町においては既存の産業の振興はもちろんでありますけれども、新たに起きてきます観光や交流

などの新しい取り組み。そうしたもので活性化を目指してまいります。既存の取り組みはもちろん

でありますけども、今申し上げました新しい展開を含めた活性化対策を講じることによって少しで

も人口問題、少子高齢化に歯止めがかけられればというような思いでありますし、特に子ども子育

て基金を創設し、そういう展開もさせていただいております。この効果が早く発現できるように最

大の努力をしていきたい。そして次代を担う子どもたちや若者たちは清里で生き生きと暮らしてい

けるそんな町づくり、本当に先ほどありましたようにこのまちに住んでいて良かったと実感のでき

る幸せを実感できるそういうまちづくりのために最大全力で取り組んでまいりますので御理解をい

ただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで堀川哲男君の一般質問を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで予算審議準備のため暫時休憩いたします。 

休憩  午後 １時４０分 

                             再開  午後 １時５０分 

 

●日程第３  議案第１８号～議案第２４号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君） 

休憩を解いて再開いたします。一括議題となっております議案第１８号から議案第２４号までの
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各会計予算について質疑を行います。 

質疑の進め方について事務局長に説明をさせます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（小貫信宏君） 

（質疑の進め方 説明） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑の進め方について説明を終わります。 

議案第１８号 平成２９年度清里町一般会計予算について質疑を行います。一般会計歳出から質

疑を開始いたします。 

説明員交代のため暫時休憩いたします。 

休憩  午後 １時５４分 

                             再開  午後 １時５６分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて質疑に入ります。 

１款議会費・１項議会費・１目議会費、３７ページ。        

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、３８ページから３９ページ。はい池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ３８ページの職員給与費の中の時間外勤務手当についてお伺いしたいと思います。この３年間、

毎年大体１千２００万から１千３００万程度の予算でありますけども、各課の合計時間数。それと

各課の金額を２７年分、２８年分数字が解れば教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただ今のご質問でございますが、２８年度分はまだちょっと纏まってないということで、２７年

度分でご報告をさせていただきたいと思います。 

まず時間数でございます。議会におきましては８６時間。総務グループそれから企画等々におき

ましては約１千時間。それと町民グループ税務関係でございます。ここにおきましては９００時間。

福祉関係におきましては約６００時間、農業グループにおきましては産業課でございます。ここに

おきましては約８００時間。商工観光グループにおきましては約１千１００時間。建設課におきま

してはトータルでいきますと約３００時間。学校教育関係では１千５００時間。一般会計全部あわ

せまして約６千２００時間の時間外の時間となってございます。 

また支給額につきましてはこれ全体でございますが、一般会計で申しますと約１千７０万弱の支

給額となってございます。以上でございます。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 こうやってみますと、やはり相当な偏りがあるんではないかというふうに思っております。この

偏りがあるということはどういうことなのか、どういった理由が考えられるのかなって自分で考え

たところ、基本的には職員数が少なく、人員の配置数が問題ではないか。業務の量に比べて人の数、

配置の人員の経験値。これらが上手くバランスがとれていないので、こういった現象が起こってい

るのかなというふうにも思います。グループ制をより効率的に機能させるために行った去年の組織

機構改革でありますが、これがうまく機能されていないような気がいたします。このことに関して

は人事の問題もありますので、ぜひ理事者または副理事者の方にどう捉えて考えておられるのかお

伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 時間外の関係でございますけれども偏りがあるということは、時間数のことでおっしゃっている

のか、ちょっと解りませんけれども、各課同じ人数じゃありませんので、それぞれ時間数について

はでこぼこがあろうかと思います。また昨年機構改革をしてこの間も終わったんですけれども、そ

の機構改革のいわゆる総括と言いますか、反省と言いますか、どういったところが課題なのか、良

いところなのか、いろいろ探っている。そういう組織がございまして答申もいただいて、来年の人

事異動について検討しているところでございまして、毎年こういった機構改革に対する検討委員会

を開いて職員が働ける良い環境をつくっていきたいというふうに考えてございます。 

また人手不足ではないかというのは、課によってあるのかもしれませんけれども、昔の自立計画

で皆さんが判断していただいた８０名弱ですか、定数を８６名でしたか。第２期の自立計画の答申

によりますと平成２６年度でございますが、その当時９１名職員がおりましたけれども、目標を８

０名というふうに自立計画の答申ではいただいております。しかしその後２９年になりますけれど

も、こういったところは人数が少ないんじゃないか、こういったところは減らすべきでないか、い

ろいろ検討して今の８４名に至ったところでございます。そして去年も御説明申し上げましたとお

り、その事務改善委員会の答申の中では８６名が適当ではないかという答申もいただいて今８４名

です。それで２名足りませんけれども、その辺は職員の採用は偏っちゃいけませんので、そのへん

も加味しながら今進んでいるところでございますけども、行政事務改善委員会の答申とは２名少な

いんですけれども、８４名でやっているというところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 副町長の方から職員とのそういった会議を行っている、また事務改善委員会の方からも答申を受
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けていろいろとやっているっていう話ですが、私が見ている中で思っていることがありまして、ま

ず今の組織の仕組み。グループリーダーがありますが、グループリーダーが主幹のところもあれば

総括主査のところもある。実にこれがちぐはぐ。一貫性がない。また、グループによっては主査が

いないところもある。職員の方が一番解ると思いますが、仕事の量が増え続け、そして新人の教育

指導も行わなければならない。こういった状況で常に残業をしているような状態が続くと職員の士

気が下がります。最終的には住民サービスということにも支障が出る。グループをしっかりと機能

させるには、まずリーダーは、グループリーダー全員主幹にして、ある程度の権限を持たせる。そ

うした中で事務の効率化を図る。管理職は組織全体を見ながら政策業務をシフトしていく。私はこ

ういうふうに考えた方が、仕事が円滑にいくんではないかなというふうに思うんですが、去年の春

に機構改革を行いましたので、これを副町長に答えていただきましたが、私が今こういう提案した

ことに対して、副町長どういうふうに思いますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 事務改善委員会からの答申の中には、グループリーダーをすべて主幹職、いわゆる管理職にした

方が良いのではないかという提案はありました。しかしそうしますと、職員の３０％が管理職いわ

ゆる３人に１人が管理職になるわけです。それが良いか悪いかという論議もありますけれども、そ

うしたことじゃなくて各課に１人主幹を置いて、課長補佐的な役目をしていただいて、且つそこの

グループの総括主査をしていただく。それからあるグループでは総括主査、いわゆる課の中には１

人課長補佐的な待遇の者を１人置いて、課長を補佐するというふうに整理をさせていただいたとこ

ろでございます。 

今後また検討委員会等々ございますけれども、そういったことも含めて大所高所、検討してまい

りたいと思いますけれども、今の現在では、そういった今申し上げましたとおり整理をしたところ

でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 事務改善委員会の方からそういう提案もあったという話なんですが、事務改善委員会の中で、そ

れは職員の方からいろいろな意見要望が出ていたというふうに認識はするんですが、それをより効

率的に行うためにはどうすれば良いのかということを、副町長はじめそういったことを十分に論議

されたのかどうなのかその辺はどうですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 
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○副町長（宇野充君） 

 答申をいただいた組織については、それぞれ細かいところから検討して答申をいただいたという

ふうに理解しております。それを受けて我々理事者側では、こういったことが良いのではないかと

いうことで判断をして、今申し上げましたとおり各課に主幹を１人、課長補佐的なものを１人つけ

て、あとは昔で言う大きな係長リーダーを置いてやっていきましょうと。というのはグループによ

っては１人、２人、３人いろいろニーズがあるわけですから７名のところの主幹であれば自然かも

しれませんけれども、先ほど申し上げましたとおり３人に１人主幹、管理職ですよということには

ならないかなというふうに判断して、整理をしたところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の答弁聞いておりますと管理職を増やすと、極端にお金がかかるからってことが理由の１つか

なというふうに聞こえるんですけども。こうやって見ますと主査がいないところもあるんですよ。

結局は主幹から総括がいない、主幹がいない、いきなり主任、主事になると実にバランスが悪いと

思うんですよね。仕事をしていく上で、いきなり主事の新人さんが解らないからって課長に聞くわ

けにもいかないですよ。そういったことで事務が支障をきたして、こういった残業の１千時間とか

８００時間とか教育関係については１千５００時間ですよ。異常ですよ。 

これからも職員数が極端に増えるということはないと思います。８６名体制と謳われていますか

ら。しかし、これを一定程度ですよ。仕事の中で、民間に任せる部分は民間に任せる。そして事務

処理に関する部分でも臨時職員。そんな１週間や１０日とかって使い方じゃなくて、やっぱり常勤

にするような。事務処理の仕事が少なくなるわけですから、こんなに残業しなくても良いのかなと。

職員一人一人が気持ちに余裕を持って仕事をしていく環境をこれからもつくっていくようにしなけ

れば。今のままでは極端に言うと、若い職員が早期退職するような弊害が出てしまわないように。

そういうことでは最終的に住民サービスの向上には繋がっていかないと私は思います。 

ただ、名前だけを書いただけの機構にならないようにするためには何が良いのか。今後も町長、

副町長とそういった事務改善委員それから検討委員会、いろんな組織の人間と行政サービスについ

て何が一番ベターなのか一番町民にとって何が良いのかってことを話し合う場を何回も設けていた

だきたいというふうに思います。そしてそれを改善していく方向を、そういった環境をどうやって

つくっていくのかってことが、私は理事者としての責任ではないかなというふうに思いますが。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 今後もアウトソーシングできるところはアウトソーシングそれから、住民行政サービスの低下に

ならないように気をつけて検討なり協議なりを進めてまいりたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

２項総務管理費・１目一般管理費、３９ページから４２ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 他ありませんか。なければ次に移ります。２項総務管理費、１目一般管理費、３９ページから４

２ページはい、堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ２番４０ページの中段、賠償金１００万円とありますが、どのような内容のお金なんでしょうか。

また過去にどのような取扱いがあったのかというのが、もし解れば教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 この計上させていただいている賠償金１００万につきましては、行政で事故等々起きた場合に対

応するための賠償金ということで計上しているものでありまして、今までこの賠償金については使

ったことは無いということでなってございます。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい、わかりました。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

２目財産管理費から３目地籍管理費まで一括質疑いたします。 

４２ページから４４ページ。はい、伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ４３ページになりますが、緑清荘管理運営事業費についてちょっとお伺いいたします。先の常任

委員会におきまして、少々説明があったと思っておりますが器具購入費３２８万２千円。これの使

い道といいますか、これは何なのかということをまずお聞きいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ここで計上されています器具購入につきましては、緑清荘の宴会場に置きます椅子、それからテ

ーブル等々の購入に関する費用でございます。 
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○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今御説明があったとおり、机および椅子だと思っておりますが、説明では机の方が１０台、椅子

１００基という説明を受けたつもりでございます。机１０台、椅子１００基合計で３２８万２千円、

単純に計算すると机１台１０万円、椅子１基２万円と単純に平均で割っていくとなるんですが、単

純にこの金額は妥当なのかどうなのかということでちょっとお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 購入の中身という内容だというふうに思いますが、この３２８万２千円で計上しているのは椅子

テーブルの他にその台車等々も含まれております。またこの中には緑清荘に設置しますＡＥＤが、

耐用年数が経過したということで新たにまたＡＥＤを購入しなければならないという費用等々含め

て緑清荘全体にかかる備品の購入という形で今回計上させていただいております。 

それで、椅子１００脚で約１４０万ですから１台１脚あたり１万４千円の計上とそれとテーブル

につきましては１０卓で約１２０万円程度ですから、１卓１２万円の計上というような形で今回予

算を計上させていただいているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 もう一点確認なんですが、町の財産の中に旧レストハウスで使っておりましたあの机並びに椅子

等々ってあったと思うんですが、今それの所在ってどういう形になっているんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 旧レストハウスにありました椅子テーブル等々につきましては旧新栄小学校の方にあります施設

総合センターの方に一時保管をしております。もしイベント等々で活用があればそこから搬出しな

がら活用していくという形でそこに保管をしている状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 
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 今旧新栄小学校の方に保管されていて他のいろんなイベント等々ある中で活用していくという部

分の説明だったと思うんですが、それ自体を今言われている緑清荘のテーブル・椅子の方に使用す

るという考え方はもともと無かったのかどうかお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 旧レストハウスで使っておりましたテーブル椅子等々につきましては、先ほどお話ししたとおり

施設の方には保管をしているんですが、今回購入にあたりまして置いてあるものは、活用しづらい

ということもありまして、緑清荘の方で新たに購入しながら利用者の利便性を図っていきたいとい

うことで今回計上しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほか、ありませんか。はい勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ４３ページから４４ページにかけて、パパスランド管理運営事業費の中の機械の借り上げ料。こ

れポスレジのリースの関係だと思います。１１６万。何年リースだったか忘れましたけど、そのこ

とも含めてなんですけど、このレジがどう活かされているのかなということを教えていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 まずはこのポスレジのリース関係でございますが、これにつきましては平成２５年４月からリー

スをしておりまして、本年の２９年の１１月でリースが切れるというふうになっております。今回

計上させていただいておりますのは、４月から８ヶ月分の金額リース料の計上でございます。１１

月以降につきましては、これは買い取りみたいな形で、無償で町が受けまして、それをパパスの方

に貸付けしながら運営に活用していただくと。そしてそのポスレジの保守点検については、運営会

社でありますパパスの方でやっていただきたいという形で協議をしてきているところでございます。 

利用活用につきましてはあそこにあります売店それから野菜等々の販売に活用しているというふ

うに聞いております。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 利用されて実態把握されているってことなんですけど、おそらく相当機能のあるようなレジじゃ

ないかなと。今は２万か３万円で売っていますから。そうなると、それらが十分きちっと活かされ
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るような形の町が借上げの関係を払っている部分では指導していくべきかなと思っています。その

中で当然機能がついてれば、その分人件費の削減とか経理の関係の簡素化とかそういうような形に

は利用されているんでないかなと思いますけれど、そこらへんもう一度確認のためにお聞かせ願い

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今委員がご質問あったとおり、当然ポスレジ高額でございます。さまざまな機能がついていると

いうふうに認識はしているところでございます。それによりまして当然人件費も抑制できていると

いうふうに私どもも考えているところでございます。ただ今後いかにポスレジ等々を活用しながら、

人件費を抑えながら、より良い事業運営をしていくか、そのへんも含めて指定管理者の方と今まで

以上に、いろいろ協議しながら進めていきたいというふうに考えてございます。 

 

○６番（勝又武司君） 

 はい、よろしいです。 

 

○議長（田中誠君） 

 他。はい河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 勝又議員からのポスレジの件なんですけども、認識では、ポスレジは以前５年リースということ

で聞いていまして、そうすると２９年の１１月で、今までは予算年間１７０万ぐらいがだろうと思

います。それが１１６万になって、なぜだろうかっていうことで現場に行って確認させていただい

たら、１１月でリースがっていう理由は聞きました。 

その後のことについて今課長の方からありましたけど、通常リースは５年で、それ以降は年間１

０分の１ヶ月っていうのが、財産の関係で税上そういうことになっていると思うんですが、これは

無償になるということで、次年度からはこの予算はなくても良いという解釈でよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今議員がおっしゃったとおり、今回につきましては５年間でリースが切れるということで、その

リースが終わった段階でリース会社の方から町の方に無償でポスレジ自体を提供させてもらうとい

う形で今進めてきております。その後町の財産として取り扱いながらパパスランド方に無償で貸し

付けをしていく、保守点検は会社の方で運営していただくという形になってくると思っております。 
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○議長（田中誠君） 

 河口高君 

 

○３番（河口高君） 

 それについて理解しました。問題はこのポスレジの中身で、５年過ぎる時にこのポスレジが有効

に使われてきたという実績はないというような認識でございます。せっかく高額の費用を払ってい

きましたので、これからさらに本当のポスレジの役目を果たしてもらえるように、ぜひ現場と本当

にこれが活きた形。これから費用かかってきませんので、機械がフルに使ってもらえるような工夫

を是非していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 委員おっしゃるとおり、これから指定管理者のほうと十分打ち合わせしながら、せっかくの機械

でございますので、活きた活用ができるように進めていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ４目広報費から５目自治振興費まで一括質疑を行います。４４ページから４６ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 自治振興費の外灯管理事業費について、１点だけお伺いしたいと思いますが、光熱水費が昨年の

５１６万に対して２２８万７千円となっているんですが、これはＬＥＤにしたことによって半額以

下になったと捉えて良いですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 委員お話のとおりＬＥＤによる節減ということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 道路ＬＥＤ化事業。かなり高額予算であった経過があると思います。来年度に向けては完了とい
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うことなんですけどもすべて完了ということでよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 外灯については３カ年事業でありますので、すべて終了いたしました。まだ施設の各公共施設に

ついては１部まだ残っている部分あろうかというふうに思いますけども、外灯部分についてはすべ

て終了したということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今説明の中で街路灯に関してはすべて終了、ただし施設のところについては、今後考えていくと

いうことでよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今の御質問でございますが、道路につきましては３カ年計画でＬＥＤ化が終わったということで

ございます。今後町の施設等につきましても計画を持ちながらＬＥＤ化を進めていかなければなら

ないという形で認識はしてございます。ちなみに防犯灯を含めて、この庁舎等も３年計画でＬＥＤ

化をしてきております。今後経費削減にむけて、いろんな施設等々も計画的にＬＥＤ化していくと

いうことで認識しているところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 関連ですが、施設のＬＥＤ化については当然予算の中で進めなきゃいけないことなんでしょうけ

ども、これは横断的に早目にやっていただいて、太陽光で稼いでいます。反面施設のほうの水銀だ

とか、その辺で結構垂れ流しになっているという部分が十分ありますんで、説明できる範囲で執行

を早めていただければと。一部については何千万か浮きますよっていうことも提案させていただい

た部分もあると思いますんで、ぜひその辺は早急に進めていただいた方がよろしいかなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 
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○総務課長（澤本正弘君） 

 各施設のＬＥＤ化でございますが、施設使用頻度がございますので、その辺を確認しながら計画

を作りまして、事業を進める方向で検討していきたいと考えています。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ４６ページの地域活動推進事業費。事業交付金とあるわけですが、交付金が云々ではないけれど、

この中の成果の中に住民と行政の協働によるまちづくりのさらなる推進を図るというお題目で、そ

れで交付金事業という形で各地区、いろんな形でいろんな取り組みをされている訳なんですけど、

そこらへんについても交付金を使っていろんな形で取り組みされています。そのこともあるんです

けど、地域において十分に人もいて、いろんなことを取り組んでやっていけるっていう自治会もあ

れば、金だけじゃなく人的なそういう形の補助がないと、なかなか取り組んでいけないよという部

分について、お金をつけているから良いんだだけでなく、そういうような体制がとれるような形の

ものを考えて貰っているのかなということをちょっと伺いしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 交付金制度につきましては、各それぞれの事業において、自治会における花緑でありますとか、

環境衛生でありますとか、さまざまな事業において交付しているものでありまして、そこには当然

その地域の方々の努力があって、資金も上がってくるものであります。そういった部分で委員御意

見のとおり、その人の方が最近高齢化しているというような部分で、交付金そのものよりも人的な

協力というものがクローズアップされているのも事実でございます。今後そういった部分で地域の

実情を十分に把握して、交付金だけではなくて人的支援と言いますか、そういう部分がどこまでで

きるか、そういったことも内部で検討している部分もございますので、実情に合わせた形で交付金

制度についても、今後今までの交付金制度で良いかも含めて検討していきたいのでご理解を賜りた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 何でそんなこと言ったかというと、確かに本町においては人も豊富にいてという形の分があるん

ですけど、札弦・緑地区はいろんなこと取り組むにしても、今おっしゃられたように高齢化が進ん

でいる状況です。自治会の自主的な運営事業にかかわらず、いろんな形で緑にも札弦にも人がいる

わけで、いろんな形でいろんな部分でその自治会として動いてもらわなくちゃいけない部分は多岐

にわたると思うんですよね。そういう形の中できちっと役場でも人的な支援をできるような体制の
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中で地域に住めるような状況はつくってあげなくちゃいけないかなと。そういう部分で、自主的に

取り組むのは当然のことながら、またそうでないところに対してはそういうことができるような形

で行政が進んでいくべきでないかなと感じる次第です。人的な部分の支援もひとつよろしくお願い

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ご意見十分参考にして、内部でも十分話を積みまして、実情も合わせて今後検討してまいりたい

というふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。 

６目交通安全対策費、４６ページ。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 １９節になると思うんですけども、交通安全指導事業費の中で、本年３月、道交法の改正で認知

症検査が入ってきたという中で、免許の返納制度がありました。返納した場合、身分証明書を執行

してしまうという事案があります。履歴証明書というのを発行、これ１千円かかるんですが、そう

いった意味の取り組みが管内でも少しずつ出てきている中で、本町の免許返納の実態はちょっと定

かではありませんけども、交通安全の中で高齢者の集まり、あるいは老人クラブ連合会等々にそう

いう啓蒙活動、免許返納に対する取り組み、あるいはインセンティブをつける取り組みというのを

検討する時期ではないかなと思います。そういった意味の啓蒙活動を現実の中で捉えているのか、

その辺ちょっと聞かせていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 前中議員からお話がありました運転経歴証明書制度につきましては、今のお話のとおり免許を返

納した場合に、自分の身分証明的なものがないというような部分で、それに代わるものとしてそう

いうものが発行されるということで認識をしておりますし、今後そういった道交法の改正に伴う制

度等につきましては、広報等を通じて町民の方々に御案内をしていくとともに返納制度に、各市町

村においては積極的にと言いますか、返納を促すような特典をつけた形でやっているという町村も

あるかに聞いてございます。そういった特典をつけることが良いのかどうかというような部分もご

ざいますけども、そういった交通安全対策全般として十分に勉強しながら、町民の方々に中身が解

るよう、まずは周知をしていくよう心がけていきたいというふうに思っております。 
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○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

確かに返納を進めるという制度ではないと思うんですけど、ただその道交法の改正によって、そ

の一番大きなところは７５歳以上の事故の発生場面で一時停止だとか追越車線の交通違反の場合に

は、聞くところによると認知症検査をしてもらうという大きな変更改正があったと聞いていますん

で、その辺の話をやはり高齢者の方々には周知徹底する方向で今後進めていただければなと思いま

すんで、今後の中で検討していただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 住民の方々、特に高齢者の方々に解りやすいように周知をしてまいりたいというふうに思います

ので、御理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。質問がなければ次に移ります。 

７目防災対策費、４６ページから４７ページ。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 この防災条例は、最後には町民がどう理解するかだと思うんですが、抜粋して必要な部分を町民

に周知していくかという方向については、検討されているのかどうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今年度災害基本法の改正等々に伴いまして、町の地域防災計画を抜本的に見直しさせていただい

ております。今後町民にパンフ等作成しながら、その改正になった内容等について周知を図ってい

きたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 あの分厚いのを見るだけで嫌になるのが現状ではないのかな、実際はどう処理するのか。一般の

町民が必要な部分になるかは、東京都の防災計画を冊子を送ってもらいまして、中身を見ました。

やはり先に対策にしなきゃならん地区ですから、相当力を入れて作られたんだろうと思います。非
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常に良いものです。イラストで大事な部分が書かれています。これを利用することが一番かと思い

ます。但し著作権の関係でイラストは誰が書くのかといった時に、コンサルだとかそういう業者を

使わない。地元でいっぱい書く人はいます。ぜひ漫画を使った必要最低限の冊子。参考に使えるな

という部分は検討していただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今新たに防災地域防災計画を見直しました。前の計画におきましても防災のしおりということで

策定をし、各町民世帯ごとに配布しているところでございます。今回この辺も参考にしながら、新

たな計画に基づいたしおりを策定しながら、町民の方に周知をしていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほか、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 防災対策費の防災対策事務費にあたるのかなと思うんですが、昨年９月に災害対策・防災対策と

いうことで町長に一般質問したときに、緑ダムのシミュレーションを出すという話がされていたの

ですが、それをつくるときの予算がこれに含まれているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今の池下議員の御質問でございますが、今回の予算の中にはそのシミュレーション等の予算は入

っているわけではございません。先般の一般質問で答弁においては、ダムの決壊のシミュレーショ

ンについて維持管理協議会を通して、国のほうに働きかけをしていくというような内容ではなかっ

たのかなというふうに私は認識をしているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の説明ですと、町の方ではそういう予算をつけてシミュレーションは出さないということです

か。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 
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○総務課長（澤本正弘君） 

 今の御質問でございますが、緑ダムの決壊になったときの斜里川のシミュレーションということ

でございますので、決壊になるシミュレーションを国の方で策定をしていかないことには、斜里川

でどういう氾濫が出てくるのかはちょっと把握できないということございますので、町の方でダム

の決壊に関するシミュレーションを作るというのは難しい面はあるのかなと。その分協議会を通じ

て国の方に要請をかけているということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ９月のときの町長答弁は一体何だった。これは是非１回シミュレーションを出さなきゃならない

と言ったのは町長ですよ。私が質問した時に。さっき言ってきたのは東北大震災見ていて、皆さん

解るでしょう。どんな事故だったか。誰も想定してなかったでしょう。想定してないから、シミュ

レーションをしなくて言っているのと一緒ですよ。あの事故でいまだに何千人も行方不明の人がい

るんですよ。やっぱりシミュレーションを作ると言ったら、国が何て言おうと自分たちだけでも作

りましょうかと。それが町民に対する安全安心の約束じゃないですか。その時だけのつくり事の答

弁は要らないですよ。実行できる答弁だけいただきたいですよ。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 そのときの町長の答弁はいわゆる開発の方に相談してみますよ。やれるようにしていきたいとい

うことで町が単独でやるという答弁ではなかったと記憶しております。また他の方面で道の災害マ

ップ作成のお話もありますので、道は二級河川の管理者ですから、上方のダムでございますので、

その辺でも災害マップのほうに取り入れ出来ないかなと申込みしているところであります。いずれ

にしましても緑ダムの災害マップ・災害シミュレーションについて検討していきたいということで

ございます。町が単独でつくるということではなかったと記憶しております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 こういった斜里岳があって、緑ダムを抱えていて、津波はないですけども、何があるか。今の時

代ですよ。珍しく先日、網走沖で地震がありましたよ、皆さん解っていると思いますが、今までな

いようなところで地震が起こっているんで、いろんな想定をしてどこが受け持っているとかそうい

うことでこっちに置かないで、直接自分たちで取り組む姿勢を言っているんです。ぜひ速急に道で

も土木でもどこでも働きかけて、そういうふうなものを作っていただけるようにしていただきたい
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と私は思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 引き続き要請活動をしていきたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

８目町有林管理費、４７ページから４８ページ。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 確認なんですけども、先般の補正の時に計画どおり、町有林の伐採事業費で伐採事業ができなか

ったんですが、今回事業を計画している江南の土地は同じところで理解してよいのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 今回の入れている部分には昨年落とした部分は入っておりません。 

 

○４番（前中康男君） 

 新しい江南地区ということで理解するということで、今回減額出た時に水道が入っているという

ことで、委員会の中で出ていたんですけれども、水道というのは清里町上水道ですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○建設課長（藤代弘輝君） 

 水道に関しましては利用組合の水源となっております。ここの場所は全くその利用組合とは違う

場所ということです。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。質問がなければ次に移ります。 

９目総合庁舎管理費48ページから４９ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ４９ページの上から３番目。印刷機借上料３３０万とありますが、毎年支払われる借上料として

は随分高額だなというイメージを持っていますが、ほかの項目にもそれぞれ印刷製本費という項目
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がたくさん出てきているわけですが、この金額についての説明をお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今般ここに計上させていただいております印刷機借り上げ料３３０万。この内訳ですが、２階の

印刷室にございますコピー機２台。それと１階にありますコピー機１台。そして、２階にあります

高速プリンター借上げで、合計４台のプリンター等々コピー機の借上げの金額でございます。ちな

みに約月当たり９万の金額がかかってございますので、計算していくと、年間３３０万の計上とい

うふうになるものでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 その辺の相場ってのはちょっと解りませんけれども、借上だけで３３０万。買ったら幾らかなと

いうふうに個人的には思ってしまうんですけども、その辺のところは妥当なんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 リースと購入の違いは、リースにしますと保守点検、メンテナンスが入っています。それを含め

ていくと借上げした方が低額になるということで、今般借上げでしているところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１０目清里地域資源活用交流促進施設費、４９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１１目支所及び出張所費から１３目緑センター費まで一括質疑いたします。 

５０ページから５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

14目町民活動施設費、５１ページから５２ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１５目顕彰費から１６目報酬等審議会費まで一括質疑いたします。 

５２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１７目 職員福利厚生費、５３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

１８目行政情報システム管理費５３ページから５６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

ここで説明員交代となりますが質問漏れはございませんか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ４９ページの総合庁舎管理費の中の器具購入費２７３万３千円とあるんですが、昨年は１１１万

５千円と倍以上の金額になっているんですが、これは何を購入するのかちょっと教えていきたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 ただ今質問がございました器具購入費でございます。購入費の内訳につきましては、職員の椅子

の購入費でございます。これにつきましては、３年計画で、年数が経っている椅子を更新しましょ

うということで事業展開しているところでございます。つきましては、３年目最後完了の年という

ことで、椅子の補充等を計上させていただいたものであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。他ありませんか。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ふるさと寄附金業務委託料。上段含めて６３０万円ですが、ふるさと納税が去年さとふるに業務

委託されるようになりまして、７００万円近くの寄附金があるように承知していますが、数１００

人の方が寄付をしてくれているんだと思いますが、それに対するしっかりとした繋がりを持ってい
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くということ、寄附してもらうことが最終目的では無しに、清里町のファンになってもらう、その

ファンの方に来年も寄付してもらい、寄付をしたくなる、いつか行って見たくなる、何回も行って

見たくなるっていうような取り組みにつながるようなアフターケア、しっかりした礼状を備えてい

るとかできれば可能ならば、季節のお便りを、町の方から送るですとか、そういった繋がりを数１

００人の方、これからますます増えれば、数千人ということもあり得ると思いますので、ぜひとも

そういうような取り組みをしていっていただきたいと思っているんですが、それについては、如何

お考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

ふるさと納税についてでありますけども、平成２８年度の直近の数字では４７２件、５９５万円

の寄附金を今のところいただいているところでございます。そういった部分がこの４７２件の方々

から清里にある意味応援していただいているというふうにも理解しているわけでございますから、

こういった清里に興味を持っていただいている方々に御意見のとおり丁寧な御礼状または可能であ

れば、清里町の情報なども今後添えて行けたら良いかなということも今内部で検討しているところ

でございますし、今後ふるさと納税が先ほどの話ではありませんが、観光につながって、移住定住

にまでいけるようにそういったプロセスが踏めるようにしっかりとそういった情報の提供でありま

すとか、お礼によるおもてなしでありますとか、さらには返戻品の充実でありますとか、そういっ

た部分も含めてトータルに検討としてこのふるさと納税を、地域の活性化そして移住定住にもつな

げていきたいというふうに考えてございますのでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 町長のお話にもありますけれども、まず清里町は田舎にありますけどもまず知ってもらうことが

大切だというお話ありました。知って興味を持ってもらった上で寄附をしてくれている方々、大事

な方々でありますので、ぜひふるさと寄附金を寄付してくれた方を大事にして清里のファンを大事

していていただいて移住定住につなげていっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 納税いただいた方には、ただお礼文を１枚だけでは無くて、いろんな方法も含めて、そして返礼

品の内容も含めて、今後充実したふるさと納税政策を推進してまいりたいというふうに思いますの

で、ご理解を賜わりたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 ほかよろしいですか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 質問は避けようとしているんですが、長年聞いてきた項目なんで、ちょっと確認だけしていきた

いなと思います。 

５２ページ、町民活動施設土地借上使用料の関係なんですが、委員会の中で４年間、また１０年

契約だったものが５年契約、そして３年契約、その経緯の中で購入を試みてきたけれども購入しき

れず、また４年間、結果的に借り上げをしていくという形になっているわけですが、これ２年後に

は光岳小学校も廃校になっていく。こういう環境の中でどうしても持ち主は売却をできない賃貸で

と言うことであれば、その横にある今度出来る、光岳小学校の町有地の有効利用も当然考えていか

なければならない状態に入ってくるような気がするわけですが、この３年間の間にいろんな計画を

して協議をして進めていくという中にあってもできなかった。 

今後について、この４年間の間に光岳小学校の問題もある、こういう中を踏まえた中でどういう

ふうにこの土地の問題について取り上げていくのか。基本的には清里町のこれからの公共施設、そ

して国有財産の有効活用ということ、そして合理化、削減しながら町民の思いに応えていかないと

ならない状態というのは、出てくると思うわけですが、この辺についてのこの計画性、今後につい

てどうしていくのか。 

しかもこれは公園扱いでは固定資産がかからないってことを踏まえた時に、果たして本当に適正

な価格での交渉が出来てきたのかなと、この辺の思いもありますので、今後どういうふうに処理さ

れていくのか。お伺いをしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 御質問でございますが、今後光岳小学校の跡地利用ですとか、さまざまな条件等々で、今までと

は違ってくる面が出てくるのかなと考えてございます。今後は土地の所有者といろいろな場面で協

議をしていくという形で考えてございます。ただ光岳小学校に関しましても、平成３０年が一つの

目安となってきておりますので、そこの活用となってくると又３１年以降の有効活用という形にな

ってくるのかなと。当面２年３年は今の施設用地を活用しながら、町民の健康増進のための施設と

して、やっぱり運用していかなければならないというふうに考えてございます。その辺踏まえなが

ら、いろんな点で検討させていただきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今のある施設と環境をそのまま維持してきたことは非常に大切なことなんですが、これから本当

に人口が削減されていく環境の中で、清里には江南パークゴルフもございます。こういう環境の中、
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そして、先ほどの前中君の質問にありました高齢者の免許の返還問題、認知症の問題。いろんな問

題がこれから問われてくる環境の中で、どうしてもその場所でなければならないのか、あるいはデ

マンド交通と言いますか、いろんな形の中で全体としての資産を有効に活用していく、そしてそこ

に生きがいを感じていく、健康づくりをしていく。単純に今あるものをそのまま持続していくだけ、

これではなかなか難しい問題も多く出てくると思うんです。これ１点だけの問題でないというふう

に私は捉えていますんで、この考え方の基本的な部分この辺を十分に検討されまして、今後の部分

に活かしていただきたいとこのように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（澤本正弘君） 

 今加藤議員の方からお話があった件、十分検討させていただいきたいと考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 ４７ページ。町有林管理費とありますが、新植のトドマツが９千８００本ですか。青葉１８林班

の小班。これ現在も同じ、トドマツが立木をされているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

新植事業につきましては同じくトドマツの植樹を考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 現在もトドマツが植えられているということで、カラマツはないということですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 皆伐地ですので、同じくトドマツを。 
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○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。なければ暫時休憩をします。ここで、３時１５分まで休憩いたします。 

 

 

                             休憩  午後 ３時０３分 

                             再開  午後 ３時１５分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

２款総務費・３項開発促進費・1目企画振興費から２目土地利用計画費まで一括質疑を行います。

５６ページから５８ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ５７ページの一番下、情報交流施設外構整備工事１千４００万。聞くところによると７月ぐらい

から工事が始まるって聞いていますけども、観光シーズンを外すべきではないかというふうに考え

ますけども、工事の予定についてよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 工事の期間の関係でありますけどもスタートは今のところ６月中旬頃から、１１月雪の降るまで

ということで工期期間をある程度長く取らしていただいて、観光に使うとか町民の方々が憩いの場

に使うというような部分を妨げないような形で工事の方進めてまいりたいというふうに思っており

ます。主要な部分につきましてはある程度観光シーズンが終わってからという形で進めていきたい

というふうに考えてございますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ぜひ観光シーズンは外していただいて、いろんなイベントも観光シーズンに合わせて開催される

予定がありますので、危険のないよう安全に十分配慮してその辺は行っていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 委員会等でお話しているとおり、案内板改修ですとか、なるべく早い時期にやった方が良いもの

については進めていき、観光シーズンがある程度落ち着いてからで良いものについては、時期を見

計らって、臨機応変に観光客、町民の方々の妨げにならないように進めてまいりたいと思っており

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほか、伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ５７ページ。地域おこし協力隊事業費についてお伺いいたします。地域おこし協力隊、募集採用

選考委託と言う１４４万８千円と記載されておりますけれども、予算審議資料には記載されていな

いもので、新たに予算付けされたものなのかなと思っております。予算書を見る限りでは、一般財

源なのかなとも思いますが、この部分どこに委託して、それがどのような使われ方をしていくのか

お伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この事業につきましては、まさしく地域おこし協力隊を新規に導入する場合の募集から採用まで

の経費となります。かかる経費の主な部分についてでありますけども、一番ウエイトを占めるのは、

いわゆる広告宣伝と言いますか、一般の募集サイトみたいなところに出しても、今は地域おこし協

力隊、いわゆる需用と供給のバランスが崩れているというか応募に対して募集をしてこないという

ような部分も聞いております。そういった部分では大手求人サイトでそういったところも十分に生

かし活用しながら、より本地を求めている人材を募集していきたいというふうに思っていますし、

さらには一般的にやられている採用にかかる能力審査とかそういった分についても、この中に入っ

てございますし、採用面接等の会場借上ですとか、そういった募集から採用に至るまでのほとんど

の経費が入っているということでご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 内容は理解いたしました。この地域おこし協力隊募集採用選考委託及びその上にもかかってくる

と思うんですが、地域おこし協力隊サポート業務委託とこれ２つ合わせて約３２０万ちょっとです

けれども、これだけの金額をかけていただくので、ただやるだけではなく、その後十分な検証をど

のように使われて、どれだけの成果があったということも１年後検証していただいて、地域おこし

協力隊自体は、当町にとっても大切な重要な人材になると思っていますので、多方面の活用してい

ただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

申し上げました募集関係の経費、それから活動に関する経費につきましては、従前お話ししたか

もしれませんけども、国の特別交付税の措置もされるというような部分ございます。こういった財

源を十分に生かしながら、そして今委員が御意見いただきました部分につきましても十分に検証し

ながら、より実効力のある業務にしていきたいというふうに考えてございますのでご理解を賜りた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 企画振興に関して２点ほど質問をさせていただきます。まずは、総合開発審議会事業費１１万３

千円は何回の会議の予定をしていますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 １回です。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 一昨年の２７年冊子の関係もありましたけども、８６万８千円の予算で、昨年は１６万９千円で、

今年度は１１万３千円。年々少ない金額というふうになっているんですが、町も総合計画の後期５

ヵ年に入っている状況であります。日々この活性化委員会と情報交換しながら、まちづくりに対す

る意見交換は年１回で良いのかなというふうに私は思っているんですが、最低でも２回３回行いな

がら、いろんな状況に合わせて準備を進めていくというのは理想かなというふうに思うんですが、

その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 大変失礼いたしました。今回の予算につきましては、総合開発審議会は２回開くということで予
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算組みをしてございます。この総合開発審議会のもともとの趣旨でございますけども、ご承知のと

おり町の総合計画をつくるというところの開発の審議会でございます。そういったこの審議会を、

総合計画を実行しているわけでありますので、そういった必要に応じて進捗状況について御意見を

いただくというところの中で、２８年度につきましては、１２月２１日に開催をさせていただいた

ところでありますし、２９年度につきましてもこの期間をおいて必要に応じて総合計画そのものの

進捗について御意見を賜る機会を設けていきたいというふうに考えてございます。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ちなみに、ちょっとお聞きしたいんですが会議をやるときにどの程度の人数が集まっているのか。

解ったら教えていただきたいですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 委員長以下１３名でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 私の記憶では、３０名いたと思っていたんですが、そのうちの１３名ということで理解してよろ

しいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今池下議員のほうからお話があった部分については、総合計画をつくるときに臨時委員を設けま

して、その時は総合戦略の委員さんにも入っていただいたというふうに記憶しておりますけども、

その方々を臨時委員として既存の１３名にプラスさせていただいてスタート時点で総合計画を作っ

ていったということで御理解を賜りたいと思っています。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 ちょっとよく解らないんですけど、当初１５名プラス臨時で１５名いたはずなんですよ。全部で

３０名いたはずなんですが、それは総合開発審議会を年度途中でやるときは１５名の方でしか案内

は出さないってことですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 もともとまず総合開発審議会そのものの部分を説明しないとご理解いただけない部分ございます

けども、もともとその総合開発審議会そのものは、町の総合計画でありますとか、そういった重要

案件につきまして必要に応じて御意見をいただいたりということになってくるというふうに思いま

す。その総合開発審議会の委員長につきましては、議長であります田中議長、副委員長につきまし

ては教育委員長が副委員長となっているということで御理解を賜りたいというふうに思います。 

今回の後期５カ年の総合計画の策定にあたっては、この総合開発審議会の委員プラス、総合戦略

に関わっていただいたメンバー等をプラスして３０名で総合計画の後期５カ年をつくったというこ

とでつくった方々は、臨時委員として任命させていただいたので、つくった後は一旦外れていただ

くというような形になるというふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 １５分の１３ということで理解して良いということですね。その部分に関しては解りました。 

その次、５８ページの情報交流施設事業について。ここも一般質問したところなんですけども、

観光協会に任せていると。できる前は担当課長でありました政策課長とも委員会の中でお話をさせ

ていただきましたが、食事に関して、土産品に関しても、できる前の状態はちょっと違うのかなと

いう感じはしていたんですが、当初できる前は地場産の食材を使ったピザ等いろんな物を出してい

きたいという説明であったんですが、実際にそれが今の状況でそういったものは、なされているの

か。その辺課長どうですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただいまご意見いただきましたお土産とそれから食事の関係でございますけども、お土産につい

ては清里町の６次化製品を中心に販売していると。近郊の網走や北見等の商品も１部置いておりま

すけども、それらを中心に、この清里焼酎がメインということになりますけども、そういったもの

を販売しているということで、徐々に清里の土産品として、帰省の方々の利用とか増えているとい

うふうに聞いてございます。食事についても当初はうどんとカレーだけでしたけれど、カフェのほ
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うも落ち着いてまいりまして、いろんな企画をしながら、いも団子でありますとか清里産の小麦を

使ったパスタでありますとかジャガイモを使ったカレーでありますとか、それらを少しずつ増やし

ている状況でございまして、少しずつ昼間のランチ時期も子ども連れのお母さん方でありますとか、

最近私が目にするのは、農協女性部のそれぞれの集団ですか、そういった方々の集まっていただい

て打ち合わせをした後に帰りに昼食をとっていただいたり、観光客や町外者の方だけでなくて町内

の方々が結構利用していただいているなという印象を持っております。今後ともメニューの中身に

ついては地元産に、当然そういった部分をＰＲするためにも意識しながら、充実を図ってまいりた

い。観光協会とも十分に協議を重ねてまいりたいというふうに思っておりますのでご理解を賜りた

い。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 食事に関しては、当初話していたのとは多少違うのかな、また今現在食事に行っても極端に言う

とレトルトのものがあったりというふうな話も聞いております。そこの部分に関して、今後少しず

つ改善をしていって食材を十分に活かしたものを出していければ良いのかなというふうに思います。 

それと土産に関しても、課長の方から説明ありましたように６次化を中心にというふうになって

いるが、実は私もあそこに何回か買い物に行きました。私たちお土産を買っていくときに清里の焼

酎は当然なんですけども、焼酎は箱に入れてセットで買えるんですよ。ただし、６次化商品に関し

ては並んでいるものをピックアップして箱詰めにしてくださいって言ったらできないんですよ。と

なると、袋です。小さなコンビニとかに行った時にいれる袋。あれをお土産に持っていくのは、私

も抵抗があったんで、買わなかったんですが、あれを箱詰めにして持っていけるようになった時は

清里のお土産を持ってきてきますと言ったら買えるんだという、そういう環境を作ってほしいなと

思って、実は観光協会局長に言ったんです。こうやってすれば良いんじゃないって。そして清里の

町から出かけてお土産を持って行くときに、ここへ来たら、いろんなものを箱詰めにして持って行

けるよね、ぜひそういうものを作り上げて欲しいんですっていう話をしました。そしたら局長自身

がこれから若い人たち中心にいろんなレイアウトしながら作っていきたいんだと。でも実際何にも

出来ていないです。お歳暮時期にちょっとした箱詰めのものができ上がっただけで、一般町民の方

はそういうお土産を持っていく。そのことすら知らん。私が一般町民の方から清里のお土産を買っ

て持っていくにはどこに行ったら買えるのと逆に言われるんです。観光協会に町のことを委託して

きているのであれば、せめて観光協会と町が中心になって、そういうものを作り上げていく、何と

か町側の方から提案していただいて、ますますあのエリアやっぱり活性化させていただきたい。そ

れを町中も十分反映させていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 お土産品のそれぞれ６次化の商品が幾つかあるわけです。それのセットみたいな形というような
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御意見かなと思うんですけども、実際私、個人的に時期によってはそういった部分もできているの

かなというような誤解が若干ありました。そういった分も含めて、今後そういう清里セットですか、

そういった形のようなものの箱詰めができないのか。そういった部分含めて観光協会とも協議して、

ＰＲになっていくようなことになりますんで、そういったギフト的なことができるかどうか検討し

てまいりたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 先ほどの伊藤議員の質問に関連するんですけど、５７ページの地域おこし協力隊について質問い

たします。 

今年度地域協力隊の起業支援の補助金の要項が制定されました。これ総務省関係予算をも含めて

なんですけれど、この金を使って定住含めて起業が出来ればというようなことで、予算付けされた

わけでございます。その中で総務省からは恐らく２人の地域おこし協力隊員は、地元に定住という

ことは言われてきていると思うんです。また聞くところによりますと、お二人とも清里町が好きで

応募して来られた。その中で来年の３月ですか、任期以降のことですけど、定住するもしないもそ

れは本人の考え方であっても、問題はお金をつけて起業してくださいっていっても、そのことだけ

で本当に起業に結びついて定住が出来るような形になっていくのかなということをちょっと考える

んですよね。あとで定住移住の関係の話も出てくるから、そこでも良かったんですけど。それらも

含めて移住者が移住から定住に結びつく部分で、きちっとした移住してできるサポートが無いと、

本当に今回の地域おこし協力隊は、１つの準備期間みたいにして移住するかしないかと、他の移住

者はいきなり入ってきて住みたいという形ですよね。 

今回の視察で島根に行った時も地域おこし協力隊なり他の移住者も取り入れてという部分で、行

政側で手厚いサポート体制がきちっと取れている形の中で、移住に繋がっているというのがあるん

ですよね。人も多くいないわけで、職員の方も仕事がまた増えるような部分かもしれませんけど、

町長が今進めているような形の移住となった時に、果たしてそういうサポート無しに来てください、

住んでくださいと言っても、本当にそういうことに結びつくのかなっていう部分があります。確か

にその背景にいろんな不便さとかも克服しなければならないものがありますけど、まずやっぱり住

みたいという人間に住んでいただけるような環境整備の部分では、住む部分でのサポートっていう

のは絶対大事じゃないかなと思います。地域おこし協力隊の２人が２人とも移住できる形になるか、

ちょっと解りませんけど、それでもやっぱりそういう部分で清里町を選択して移住してもらえるよ

うな形の道筋は是非ともしてもらいたいなと。 

視察先とうちの町を照らし合わせた時、特別うちの町は移住者に温かいような感じなものは見受

けられないわけでね。そういうことも含めて、取り組み姿勢は考えてもらいたいなと思いますけど、

そこらへんどうですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 移住定住政策につきましては、移住にかかわる交付金ありますとか、定住に関わる交付金の事業

を行っているわけであります。ソフト的な事業につきましては、なかなか難しい部分もございます

けども、先ほど一般質問中にもありました地方版ハローワーク事業、これについても平成３０年を

目標に今職員の中でも研修会に参加し、行っているわけでありまして、当然移住して来た方がなか

なか仕事がなくて清里に住めない状況が無いように、清里にどんな仕事があるのか、近隣にどんな

仕事があって、清里から通える範囲でどういうことができるのか、いろんな仕事にかかわる移住と

仕事は重要なツールでもありますので、そういったワークバランス、その仕事についての学習なり、

研修なりを重ねて、平成３０年には地方版ハローワークを町でも清里町でも行えるように、準備を

進めて移住者に仕事を照会できるような仕組みをつくっていきたいなというふうに思っております

し、環境という部分であれば、昨年２８年度から始めております民間住宅の補助の関係であります

とか、住環境の整備も行っている部分もございます。 

そうした部分をベースに移住定住のサポートということに繋がっていくのかなというふうに思っ

ておりますし、さらなる相談だとか支援だとかという部分も観光協会とも連携を図りながら、充実

してまいりたいというふうに思っております。 

前段お話しいただきました地域おこし協力隊の２人の今後の部分につきましても当然非公式では

ありますけども、それぞれから今後も清里に定住していきたいというふうにお話もいただいている

のでありますし、具体的にどういったことをやっていきたいか、目指していきたいという部分が明

確になってくれば、先ほど申し上げました国の起業支援等も活用しながら、町でもできる範囲サポ

ートをしていきたい、協力をしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいと

いうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 非公式でもどういうことをやっているような部分のお話をしているということですけど、ただど

ういうことを目標にというものは当然持っていると僕は解釈しているんですよね。それでやみくも

に清里にきたから何でも良いからなんか仕事あれば、なんてそういうことじゃないと思うんですよ。 

島根でも、そこを確実に、目的を持ってシェフになりたいとかそういう目的を持ってきているん

ですよ。農業をやられている方もいます。最初に前提があって、そういう形の中で配置して、きち

っと定住できる人間を育てていくというのが前提だと思うんですよね。ポッと移住して来た方は仕

事先もという部分ですけど、地域おこし協力隊については、そういう部分があるんですよね。 

現状では、地域おこし協力隊の半分ぐらいですか。移住ができている人、半分は帰るみたいです

けど。その中できちっと目的を持って、その現場で自分の力が発揮できる形のものをサポートして

あげるというのは、やっぱり採用した町の責任だと思うんですよね。ここの部分が足らないからこ

こでちょっとお手伝いをお願いします。後は自分で何か見つけて定住できるようにしてください。

そんな投げやりな、雇っておいてみたいなそんな感じのことではないと思うんです。そういうもの

をきちっとしないと、来年３月で終わりますけど、その次の協力隊になった時、そういうものを見

定めた形の中で採用していくというものが、必要でないかなと思うんですよね。この地域おこし協
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力隊を採用する部分で、決して使い捨てになるような形の雇い方と言うか、募集の仕方をするんで

ないと言ったと思うんですけれど、来年の３月になってみないと解りませんけど、きちっと定住で

きるようなせっかくの交流人口が増えるようなチャンス、貴重な清里が好きで、ここで仕事がした

くてと言っている人間を、定住できるようにサポートしてもらいたいなと。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 お二人の大きな部分の当初の目的というか目標があります。町も募集要項に定めたとおり、観光

振興に携わっていただく業務で、お二人が今きよ～る中心に観光振興、移住定住、体験型のグリー

ンツーリズムであるとかそういった部分にも企画なり、協議なり、構想なりを手伝っていただいて

いるところであります。丸２年になろうとしておりますけども、観光振興を中心とした地域の振興

のさまざまなお手伝いや協力や時には主導的にお仕事をしていただいているという部分などござい

ますし、彼ら、彼女らお２人についても、今後ともそういった観光振興を中心とした仕事に携わっ

ていただければ、町としても有効な人材の活用ということになっていくのかなという部分ございま

すけども、今後そういった実際業務があるのかないのか、そういった起業ができるのかどうなのか

というような部分もございますんで、そういった詳細の分についてはもう少しお二人の御意見もい

ただきながら、そして町が、関係機関が、どういう協力が出来るのかといった部分も考えながら、

マッチングできるものはしっかりとマッチングのサポートなり、起業のサポートをしていくという

ような形で進めてきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 情報管理施設管理事業の中の光熱費、地中熱設備保守点検委託料が出ているわけで、この地中熱

の関係については、いろんなシミュレーションされて地中熱を導入されたと思いますので、その最

初のシミュレーションと冬のシーズン全部終わって冬場の燃料費は大方固まったたんだと思います

けども、このへんのシュミュレーションと現実の差はどういうふうになっているのか。解るでしょ

うか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 いわゆるこの地中熱を活かした燃料代がどういうことかということと思うんですけども、ただい

まの年間の試算でありますけども、燃料費でおおむね１００万ぐらいで行くのかなというふうに今

のところ推移計算をしているところであります。一般的な灯油を使うとどうかということでありま

すけども灯油については１８０万ぐらい掛かるかなという大まかな試算です。そういった分でいき
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ますと年間で８０万円ぐらいの節減になっているのかなというふうに考えておりますので、この節

減がある程度続けば、当然その単純に灯油との設備費の部分で比較すれば、１０何年後には地中熱

を入れた方がランニングコスト的には浮いていくというようなランニングコストとイニシャルコス

トを足した部分でも浮いていくというような形になろうかと思うんです。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 この地中熱の情報は非常に大事な部分になってくるのかなと思っています。今度このケアハウス

の中で、温泉熱を利用した熱交換を計画されて暖房だけでの計画なんだろうと。冷房についてはや

っていない。この地中熱については、本当に長い目で効果的になるのかという情報は非常に大事な

部分であると思いますので、細かい部分になりますけども、本当にプラスになるデータは次の施設

にどう活かすか、十分検討材料になるかなと思いますんで、ぜひその辺のデータを早急にまとめて

もらえば良いかなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この地中熱の結果については、当然この事業につきましては国の補助金も入っているわけであり

ますから、十分資料として分析をしながら、そういった部分を次のものにも生かしていけるように

今後とも調査分析をしてまいりたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ５８ページの情報交流施設維持管理委託料。９１４万１千円の内訳はどういう細目になっている

か。それと売店なおかつ軽食のところの収入は、ここの中で相殺されているのか。あるいは一般会

計の雑入の中に行くのか、この辺の考え方はどのようにしてきたのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この情報交流施設きよ～るの部分につきましては、前回の決算委員会の時だというふうに思いま

すけども、手法につきましては状況把握できるまで業務委託という形で進めさせていただきますと

いう御説明をさせていただいたところでございます。今後運営状況が解り次第、指定管理等をベー

スとして、運営管理につきましては、どのような方法が良いか検討していきたいというふうに考え
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ております。 

まずこの９１４万１千円の中身でございますけども、基本的にはいわゆる施設を管理していただ

く人件費が主な部分でございまして、正規職員が１名、臨時職員が２名。計３名分の人件費、正職

員の金額が３６２万円、社会保険料等も含めます。臨時職員の人件費につきましては、社会保険料

含めまして４２３万４００円。それからイベントの経費等につきましては８０万円。事務費管理費

等につきましては４９万円。合計で９１４万円という形になります。 

そういったこの管理費を含めまして、総体的にきよ～るでは売店やカフェの売上等々もあります。

最終的には業務委託でありますので歳入、歳出ということになりますけども入ったものについては、

歳入として入れていく。管理経費も含めて出るものについては、歳出で計上という形になります。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 歳入は雑入で入ると了解しましたが、今回そうすると、食材費あるいはお土産等いろんな物を仕

入しれなければいけない。それの費用はどこで計上されているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ２９年度の予算につきましては、ただいま申し上げましたとおり収入としましては売店売上、そ

れからカフェの売上、業務委託料が９１４万円見込んでございます。そういった部分が収入となり

ます。さらに支出としましては、ただいま申し上げました人件費でありますとか仕入の商品、それ

からカフェ材料費、催事のイベント費用等々が経費という形になります。そういった部分で業務委

託というような形の中で、２９年度についても２８年度と同様な形で業務を行っていただきたいと

いうふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 最初に説明したこととは違うということですね。売り上げの収入については歳入の雑入には入っ

てないということですね。委託料の中で、すべて相殺されているということですか。 

金額的には小さいもんだろうと思うんですが、考え方の部分で大切な部分であると理解している

んです。費用がかかる、かからないという話ではなくて、本当に清里には働く場所がない、企業化

がない。こういう中で出来ることなら商店（自営者）が入っていく環境づくりをしていくことが一

番ベターだと私は捉えております。元気な町になるにはそういう必要性がある。今年度は業務委託

でやっていくよって表現があったんで、この辺の部分についても最初は歳入は雑で受ける。いやい

や委託費の中で入っている、こういう感覚的に大きなことでないと事業が進んでいるんですよ。も
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う少しこの部分についての細かな数字。１年間やっていないんで解らないと思うんですが、計画で

出したときの数字売上は幾ら見ているのか。お土産やその部分の購入費にいくらかかっているのか。

こういうものを１年間のデータとして出して、当然のように委託料を出したということは、そうい

うものを計算されたからだと思うんです。そういうもの含めて提出してください。明日で良いです。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

後程資料として提出したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ５７ページ。各種負担金の観光的なことなのかなと思うんですが、オホーツクイメージ戦略推進

会議は、どういう形で管内の観光資源を具体的に進めようとしているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 事業につきましては記載のとおりオホーツク管内のＰＲ事業ということで地方創生に伴う関係で

ございまして、地域づくり総合交付金を含めた事業でありまして全体事業費で２千万円の事業です。

ですから地域づくり総合交付金を１千万入れまして残りの１千万を管内の市町村で割るというよう

な事業でありまして、記載のとおり清里町については、５５万６千円の負担金という形になります。

ただいまその具体的にどういった戦略に基づいてＰＲしていくかというところを中身について委員

会の戦略推進委員会の方で詰めていくという４月早々にも詰めていくというようなことであります

んで、オホーツクを総合的にＰＲしていく事業ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

４項庭園のまちづくり事業費・１目ふるさとの森づくり事業費。５８ページから５９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

２目花と緑と交流のまちづくり事業費。５９ページから６０ページ。 

 

○５番（池下昇君） 

 昨年、一昨年。この事業費が５２２万円で、今年は３４５万円２千円。大幅に金額的にも少ない
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わけで、特に消耗品。これは花だと思うんですけれど、この消耗品が、今年が１９４万９千円。２

７年度は３５９万５千円。去年は、３３２万円。２７年度の半分近くという金額になっちゃったん

ですが、これはどういうことですか。ちょっと御説明いただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 花と緑と交流のまちづくり事業費のいわゆる花壇植樹の消耗品の中身でございますけども、この

花壇については、今までは単年草、春先に植えて秋に捨てるというようなふうに行っていたわけで

すけども、管理の関係でありますとか含めまして、昨年度あたりからいわゆる多年草って言います

か、宿根草というものを水元地区、それから羽衣地区においても試験的に行っております。今年度

についても状況を見ていますと、宿根草の見た目も良いというような部分がありますんで、今後と

も使えるものについては宿根草を使っていくというような部分もありますので、それらを導入しま

すと単年草のいわゆる花苗については必要なくなっていくというような部分もございますが、今後

とも管理の部分でありますとか、池下議員から前回御指摘を受けたその人的な労力の問題だとか、

そういった分も含めて効率的にそういった予算のお金に対しても節減した中での事業を展開という

ことを図ってきています。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 結果的には、毎年植える花が少なくなってきたから多年草ということなんですけど、うちの町も

私の前もそうですけども、花があり、木があり、冬大変なんですよね、みなさん。そして多年草で

も、相当冬の間にやられてしまうのもある。なによりも見た目が私は美しいと思えない。美しいも

のを植えたらどうなるか。経費がかかる。毎年植えなければならない。手間もある。これ花緑事業

って、もう何十年もやっているんですよ。平成７年かな。今更ながら多年草にするとか、そういう

ことじゃなくて、観光客にきれいだねと思われる花を植えて、その部分に関しては、前回の決算で

言いましたけども、汗水たらして朝から晩まで働いている状況なんてダメですよ。外部発注するも

のは発注して、そういう事業をやっているところもあるわけですから。何が良いのかってことをし

っかりと模索した上でやらなければ、経費はかからないからこの方が良いとか、そういうことには

ならないと思いますよ。 

前回も職員が残業して９時も１０時も仕事している。そしてまた日曜日も出てきて仕事している。

そういうアンバランスなことは止めたほうが良いと思います。町長、副町長の前ではっきり言って

おきます。外部発注したほうが絶対良いです。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

花緑の植樹桝の関係につきましては、ただ今申し上げましたとおり、池下議員が言われたとおり

労力の問題も含めて宿根草を増やしていくというような部分でございます。見栄えについては賛否

があろうかなというふうに思いますけども、私個人的にはさほど劣るような感じではないのかなと

いうふうに思いますけども、今年度につきましても十分そういった見栄えについてもチェックをし

てまいりたいというふうに思っておりますし、その管理の部分についてもシルバーセンターだとか

というところに日常的な管理でありますとか、秋の抜き取りの関係部分を徐々に委託している部分

もございますので、そういった部分も含めて作業的にも職員負担にもならないような形で、進めて

いきたいというふうに考えてございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 同じくこういう花をやっている市町村がある。斜里もやっていますし、小清水もやっています。

実は阿寒町。温泉じゃなく、阿寒町を通った時に、話にならないぐらいすばらしい景観でした。花

だけで。課長もぜひ見ていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

池下議員がおっしゃっていた部分については阿寒の国道かなというふうに思うんですけども、そ

の国道についても定かでありませんけども、開発予算っ言いますか。国の予算がかなり入っている

かなというふうに思いますし、どういうふうな形で住民の方々の協力もあろうかなというふうに思

いますけども、そういった国の経費なりもかなり入っているのかなというふうに思っております。 

本町も今まで培われた管理と言いましょうか。里親制やそれぞれの事業所での協力、子供たちと

保護者やそういったお母さん方等の協働の取り組み。いろんな取り組みがなされてきたわけであり

ますけども、今後はそういった取り組みが負担にならないようにバランスよく委託するところは委

託しながら、地域の方々や事業所さんのボランティアでやっていただくところはやっていただく。

商店街やそういったところで飾るような部分につきましても、支援できるものは支援していくとい

うような、バランスがとれた管理をしてまいりたいというふうに思いますし、先ほど言われて、ま

した職員に余り負担がかからないようにという部分も十分に配慮しながら、今後とも効果的な維持

管理に向けて努力してまいりたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 予算書に堂々とこの花と緑と交流のまちづくりっていう名前で事業費が出ているんです。国から
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お金が入っているからどうのこうのじゃなくて、国が出来るけど、うちの町はできないというもの

ではないでしょう。市町村として、こういった予算の中に項目を設けている以上、町民の方々が満

足出来るもの、そして高齢化してきている現状の中で負担がかからないためにはどうしたら良いか。

多年草も良いでしょう。でも何が目的だろうか。綺麗だなと思っていただくのが一番だと思うんで

すよ。そういう原点にもう一度戻って様々なことを計画立てながら事業執行していただきたいとい

うふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○５番（池下昇君） 

 ただ今、池下委員の御意見を十分に参考にしながら、今後とも、維持管理やどう見た目を見せて

いくかということについても十分に配慮してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 関連質問ですけれど、私は、池下さんと違う見方でして、この事業推進をやってきたのは事実で

す。今町が進めようとする方向転換で、いつまでも同じことをずっと続けることはなかなか難しい

のかなと。宿根性の場所は、宿根性の状態でやっていく。あるいは一年草で綺麗な花壇をつくって

いくというバランスのとれた事業展開を前に進める、同じ事を持続するんじゃなくて、大変な部分

にかかっていくと思うんです。苗代とか負担とか。合理的も大切だけれども、住民自らが出来なく

なってきている実態もあるわけです。これがクリアできないと何ぼ行政がやっても無理だと。この

人口減少と高齢化が進んできた形の中では、この町の清里の花、緑の推進の仕方というものを変わ

っていかざるを得ない。逆に自信を持ってその部分でこの美しい町をどう築くのかという次の展開

にきちっとそれをつなげていく努力。これをぜひ怠らないで提案をしていっていただきたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この花づくりについては、長年の歴史の中で住民の方々が汗水たらしながら一生懸命やってきた

成果かなというふうに思っております。そういった中で、職員も含めて担当の職員や地域の方が自

治会の方は企業の方等々も含めて多少疲れているという言葉ですけども、大変になってきている部

分も多少あるかなというふうにも思っております。そういった部分で少しずつ手法を変えながらや

らさせていただいている部分もございます。手法を変えても来られる方々が清里の花はきれいだね

と言っていただけるような部分を今後とも推進してまいりたいというふうに思っております。 

今加藤議員もお話しいただきました、合理的な部分、それからバランスのとれた部分、住民が楽
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しく花に関われる部分。それから財政的にも効果、節減できる部分。そういう部分を十分にバラン

スをとりながら、よりよい花緑の事業に進めてまいりたいというふうに思っておりますんでご理解

賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

５９ページの都市農村交流事業についてお伺いします。鶴ヶ島との都市間交流という形なんです

けれど、もう何年来ずっと続けているわけですが、余り進展性が無いならもう少し見直しした方が

良いんではないかと。お互いにきちっとした交流が成果として生まれていくようなものあるんであ

ればっていうことも言っていたことはあるんですが、それで今回町長の執行方針の中にもお互いに

とって効果的な交流になるよう踏み込んだ検討をしてまいるという文言が入っているわけです。確

かにその実績はありますよね。そのことを踏まえてという部分なんですけど、僕はもう少し長年や

ってきているわけですから、ただ産物のやりとりとかだけに特化するんじゃなくて、人の交流を重

視できなければ、お題目だけ掲げても都市間交流にはなっていないのではないか。その点も含めて

今後踏み込んだ検討という部分でどういうお考えがあるのか、お聞かせ願いたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 鶴ヶ島の交流につきましては、観光だけではなくて、ただいま勝又議員の御意見のとおり、人的

交流も込めてということで進めてまいりたいというふうに思っておりまして、何年かそのことを軸

に置きながらやってきたわけでありますけども、そういった中の１つとして教育委員会の方とも協

力しながら教育的な部分での人的交流ができないかとか、そういった部分も模索していたわけであ

りますけども、なかなか向こうの思いがこっちにも伝わらないと言いますか。思いを出しても向こ

うが参加してきてくれないというような状況もございます。今御意見ありました物産の部分だけで

というようなことが現実でございます。そういった部分で、思い切った時にはこういった都市農村

交流すべて長くやるだけではなくてスクラップ・アンド・ビルドというような部分も必要になって

いくのかなと思います。 

そういったところから、向こうの本音といいますか。鶴ヶ島としての本音も十分に聞いて、うち

の町としても今後鶴ヶ島とも交流をしていくかという部分も執行方針のとおり、踏み込んだ意見交

換をしてまいりたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 そういう分では進展性がないってなればいつまでもそこに固執するべきでもないかなと。はっき
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り言って清里町とそんなに縁もゆかりも無いところじゃないかなと思うんですよね。たまたま前町

長さんが市長との経緯があったという部分で交流が始まったみたいでして、そこをターゲットにし

なければ他にないのかって言ったらなんぼでもあると思うんですよね。そういうような部分はきち

っと模索するような形の展開がある程度の部分がないとなれば切りかえも必要なのかなと感じる次

第です。ぜひとも今回踏み込んだ検討をしていくということですので、その中で結論を導いていけ

る形があればと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 鶴ヶ島については、ただ今申し上げましたとおり、そういった部分でしっかりと向こうの本音を

聞いて、今後の交流についてどうしていくのかということをやっていきたいと思っておりますし、

他の交流につきましても美しい村連合に加盟している６４の地域もございますんで、そういった部

分との交流も含めて新たな取り組みも模索しながらスクラップアンドビルドできるところはそうい

ったところもしっかり視野にいれながら、今後の事業を進めてまいりたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今ちょっと聞いていて、１点だけ確認したいのは、鶴ヶ島との交流事業。前町長から始まってい

るということは重々理解しているところなんですけれど、説明の中で行政間の連携が果たしてとれ

ていたのか。その部分危惧するんですけども。僕もこの問題に対して交流人口という中でまた違う

展開をしていただきたいという一般質問したときに、課長がおっしゃったように、教育がらみでの

方策はどうなんだという質疑を一度した経過がある。その時に子供の防災キャンプという提案をし

たんですけども、結局どこまで踏み込んだ行政間の調整能力とか検討をしたのか。はっきり言って

お題目だけで終わったのか。果たして実際段階として動いたのかどうかと、今疑念を持ったので。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（伊藤浩幸君） 

 鶴ヶ島の子どもの交流関係は教育の関係ですので、私の方から答弁させていただきます。先ほど

企画政策課長の方からも答弁ありましたけども鶴ヶ島の関係、特に教育関係でございますが、子ど

も中心にお互いに相互交流できるような形の交流ができないかということで、例えば夏にこちらか

ら鶴ヶ島へ行って冬に鶴ヶ島の子供たちが来るというような交流とかはどうだということで、昨年

から教育長段階で向こうの教育長と連絡をとりながらお話し合いしたりとか、また事務局レベルで

も向こうの担当の方と実は何回か連絡をさせていただいているところでございます。 

その中で経過としましては、子供、人の交流についてはちょっと難しいというような回答を実は
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いただいているところでございまして、ついては予算的な問題その他等もありまして、今のところ

向こうとは連絡は取り合って何とか進めたいという思いで交渉を行っていたんですけども、そう言

うような経過で、人的な子どもの交流については進んでいないという状況ということでご理解いた

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） 

 やはり相手がありますから、展開できないという回答を得たという話であれば、私も重々理解で

きるんですけども。その経過がわからない中で出てきてしまいますと、停滞しているとか停滞して

いないとかでなくて、やるべきことはやりながら違った意味での交流を模索する。これから執行方

針の中になりますけども、違った交流。それも検討課題としてやっていかなきゃならない。そこは

本当に踏み込んで、教育ばかりでなくて、今当町が進めている観光だとかそういう部分でチャンネ

ルとしてはあるんじゃないかと思っているんです。鶴ヶ島という地政学的にも有利な地理。鶴ヶ島

には限りませんけれども、都市間交流をやはり少なからずとも利用するって言うと語弊ありますけ

れど、展開があるのか無いのか。いろんな部分で考えていく。他にもいろいろ交流都市があります

けれども、そのへんも重々検討しながら進めていっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 鶴ヶ島の今後の交流につきましては、当然やめるということを前提ではなくて、実際に鶴ヶ島の

思い十分に受け入れながら、清里町の部分につきましてもしっかり向こうに伝えて意見交換をしな

がら、お互いにとって良い交流ができるかどうかという部分を十分に踏み込んだ形で話し合いをし

た中で最終決断としてはどうするかという形になろうかなというふうに思いますし、鶴ヶ島だけで

はなくて先ほどお話しているとおり、新たな交流の部分もどういったことができるのかなという部

分も担当の中では、しっかりと議論をしてまいりたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 他にありませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

お諮りします。本日の会議はこれで延会といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。従って、本日はこれで延会とすることに致します。明日は９時半からの再

開となります。ご苦労様でした。 

（午後 ４時４７分延会） 
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開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定に

より、議長において５番 池下 昇君、６番 勝又武司君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第１８号～議案第２４号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君） 

日程第2、平成２９年度各会計予算質疑を行います。最初に昨日加藤議員より質疑がありました情

報交流施設維持管理業務委託についての説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただいまの件につきまして御説明を改めてさせていただきたいというふうに思います。情報交流

施設の管理業務委託料の関係でございます。まずこの管理業務委託料の中身でございますけども、

正職員で３６２万円、臨時職員分として２名として４２３万円。それからイベントに係る事業推進

費として８０万円。そして事務用品４９万円、合計で９１４万円ということで予算計上をさせてい

ただいているところでございます。 

昨日の御質問でありましたきよ～るの売店カフェとの相殺についてはどうかという御質問であり

ましたけども、基本的にこの管理業務委託については、施設を管理運営するという委託料でござい

ますので、売店カフェ等の費用とは切り離して管理業務を行っていただくということで積算をして

おりますので、まずもってご報告をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 今説明がございました。この件については何か質疑があれば。加藤議員。 

 

○７番（加藤健次君） 

 昨日聞いた部分では、今の説明でいくと、歳出、歳入については、予算には入っていないという

ことなんですね。これでよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画制作課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

この業務委託料の中には、カフェ、売店等の売上、仕入等に関することは入ってございません。 
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○議長（田中誠君） 

 加藤議員。 

 

○７番（加藤健次君） 

 それでは、どこの部分に入っているんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 売店、カフェの部分につきましては、この施設を管理にしていただいている観光協会そのものの

仕入によって売り上げを出していただいているという部分で、先ほど申し上げているとおり、この

業務委託料中には、カフェの仕入のお金、売店の仕入れのお金売上に関係する分については、計上

してございません。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 この施設は業務委託をしているわけでありまして、業務委託の中にそこで営んでいる物にかかる

営業行為等についても指定管理でないとするならば、その費用売上げ等については、きちっと把握

されていなければならないし、予算の中に計画されていなければならないというふうに捉える訳で

すが、その辺についてはどのように解釈をされて進められているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

当然全体の運営管理というような部分がございますので、２８年度の開設当初もそうでした。そ

して今回の２９年度に向けて施設全体の運営費といいますか、業務委託を除いた部分の売店でどれ

ぐらいの物を仕入れるのかとどれぐらいの物を売り上げるのかと、そういった観光協会としての収

支の予算については、当然私どもの方にもいただいておりますし、当然それらをチェックしながら

カフェ、売店等の営業状況、運営状況を把握していきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 町の施設で業務委託をしているんです。そこで行われる営業行為にそのものについてはすべて町
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の取り扱いではないんですか。この辺の感覚についてどのように理解されている。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 現実に町が食材の仕入れだとか販売をするだとかというのは基本的にできない部分がありますん

で、それについては、仕入れの部分についても、その売り上げの部分についても分けて捉えながら

売店の仕入れ、売上、カフェの仕入、売上げ等については観光協会さんにお願いしているというふ

うに御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 町の施設とは町民の財産なんですよ。町民の財産の施設で事業をとりあえず行っているんですよ。

その事業は営業行為なんですよ。把握しているとかしないとかの問題でなくて、基本的にきよ～る

をつくる当初から、この売店の利益、あるいは飲食のレストラン販売等を上げることによって、そ

の経費の削減もしていきたいという表現もたしかあったと思うんです。把握してどうするんですか

と話なんですけど、その前の問題なんです。町の施設なんです。営業行為をした行為の中で町が把

握し切れないからという理由にならないんです。あるいはそれであれば、収支でマイナスが出た場

合、売店とレストランでマイナス出た場合は観光協会の責任で終わらすんですか。逆に利益が出た

らそのままで良いですか。指定管理で無いんですよ。 

基本的に２８年度の７月から行われてきて、収支がどうであったか。担当者は把握しているでし

ょう。町の財産で資産です。営業行為をしたわけです。実態を報告すると同時にきよ～るの部分に

ついての収支については、ここの部分で整理していく作業がなければ。この辺の解釈考え方につい

てどのように本当に整理されているのか。解釈の仕方、考え方。町の財産ですので、きちっと整理

して答弁をひとつお願いをしたいと思います。 

基本的に今年度の利益についてもあるいは収支がどうだったのか、それについての部分について

はもう最初からそういう契約になっているのか。だとしたら報告を町民の皆さんにきちっと説明し

とかないと。これは大きな問題になってくる気がするんです。このきよ～るを運営すれば良いとい

う話じゃないですよ。統一見解をひとつお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 このきよ～るの関係につきましては、予算上はこのきよ～るの建物を管理業務委託ということで

計上させていただいて、営業の関係につきましては、観光協会の方でおまかせをしているという形

で整備しています。もちろん議員のおっしゃるように営業関係の収支はどうなっているんだという
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報告をいただいて、今後の指定管理に移すべく資料にしたいと思っておりますけれども、そうでな

い限りは町が仕入をし、伝票を整理して収支それから支出等々をしなきゃいけない部分もあります

ので、その辺は営業される方にお任せをして報告をいただいてチェックして、この施設はどういっ

た収支になるんだろうかというのを検討して１年間あるいは２年間やって、この施設はこういうふ

うになるんだと指定管理とする。あるいは業務管理で続ける。そう言った判断材料にしたいと考え

ておりまして、予算計上につきましては、単なるきよ～るの建物の管理業務委託ということで整理

をさせていただいたということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 その部分については、先ほどから課長の説明で理解をしております。でも、実際に営業するわけ

ですから。実際に営業した部分における収支について委託をしているんでしょうから、その収支に

基づいて予算の中でどうするんですか。あるいは最後年度末の決算でどうしますかということです。

その辺はどういう処理されているんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 また繰り返しになりますけれども、あくまでもこの予算計上につきましては、きよ～るを管理す

る建物管理業務委託ということで計上させていただいて、営業についてはこの予算上にはそれこそ

仕入の支出、それから売り上げ等々のところ把握できない部分もありますので、観光協会にお願い

をして管理していただいている。そして年ごとの決算報告をいただいて、そして数字の判断をさせ

ていただいて、今後の指定管理あるいはまた業務管理をしなければいけないのか、その辺の判断に

させていただきたいってことで、あくまでも建物の管理業務委託の費用だけを予算化しているとご

理解いただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 予算の中ではそうであるもしれないけれども、そこで出る利益についてはどうするんですか。指

定管理にするまで検討してマイナスが出ようと、利益が出ようとその部分は全部観光協会お任せで

良い、そういう理解で良いですか。基本的に指定管理に移すとか移さないとか言う前に業務委託で

運営費は良いですよ。そこでやっている事業に対する収支について利益が出たり負債が出たり、こ

の部分について把握するだけの話で済む問題では無いんじゃないですか。その辺の捉え方考え方は。 
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○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でありますけども、基本的に平成２８年度のきよ～るにかかる業務委託につい

ては、施設の管理運営に係る業務委託をお願いいたします。それに基づく予算措置承認をいただい

たということでございます。実質的に何をやっていただいているか、運営管理施設全般のことと、

利用上の業務でありますが、販売部門、それからレストランの部門というふうに分けて考えられる

かと思います。それで先ほど申し上げましたように２９年度の予算の計上について、２８年も同じ

であります。これは業務委託で施設の管理運営についてのみ業務委託方式をとったと。それからそ

れ以外の販売部門、カフェ部門ですか。これについては業務という中で、当然収支の内容は点検を

させてもらいます。しかし実質的に営業ですので動きが物すごくあるわけでありますから、それは

しっかりとその業務の中で、観光協会にお任せをして、それは当然独立していますから、収支の報

告はいただいて、その上で全体としての取りまとめをしていくというような形で進めていくという

ふうに思っております。２８年度の全体事業の中で仮に赤字が出た、または黒字になったという部

分については、３月３１日にきちっとやれば良いですけど、実質的には営業というのは上手くいき

ませんから、ある一定の期間を持って収支を含めて明確にして、その部分で２９年度に繰り越すと

いうやり方をとっていきたいということで、今まで進めてきたところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ２８年度でやって２９年度に繰り越すという表現をなされたわけですが、これ年度でいかないと

ならないと思う。繰り越すとかって話ではなくて、そのことをどういう形で町の方に報告を実施し、

報告するということは当然利益、マイナスが出るわけですから、そのことをきちっと整理をしない

とならないわけでありまして、それなしに繰り越しますなんて話はあってはならない言葉なんです

が再度答弁を求めます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 表現的に申しわけなかったと思いますが、２９年度で整理をするという形になってこようかとい

うふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 
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○７番（加藤健次君） 

 このように昨日の私の質問に対して、朝冒頭で一発の質疑で終わらないとならない問題なんです

よ。重要な問題を再々質問していかないとならないような環境にならないように、単なる微細な金

額の話じゃないんですよ。まちづくりを基本的にどうしていくか。この部分と一緒だということを

踏まえて明日の総括でやります。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほか、河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 加藤議員及び行政側の答弁の中で１つお互いに建設的に捉えられない部分があると思っています。

あくまでもここの施設は業務委託。建物につく業務委託を行政側は観光協会にお願いした。観光協

会としての事業展開の中にきよ～るの管理、運営が一部にありますっていうことだけのことだと思

うんです。ただし、今まで観光協会は物販とかはやってきてない。先が見えない部分たくさんある

から、この部分については、観光協会の自由裁量の中で十分に踏まえて運営してほしいという行政

側の意向であったのではないだろうか。建物業務委託の部分については、行政が助成します。あそ

この売上は、観光協会の事業展開の中でやってもらうということです。 

将来的にはやはり加藤議員言われるように公共施設の中で自由に営業しているっていう形態は決

して納得できる部分じゃないんだろうと思いますけども、これをきちんと精査した時点で昨日の一

般質問の中で、ＮＰＯでお任せしただけで良いですかってことではない、しっかりとした次の法人

格持ちながら、ここ場所で営業していただく。できるだけそこで利益を上げてもらってやってもら

うように、どれだけ皆盛り上げていけるのかが一番問題であって、やはり建設的な方向に向かって

いかないと、同じことを言っていてもプラスになっていかない。これが知恵を出す、これからみん

なで知恵を出す部分だろうと思いますんで、観光協会という形でなくて、きちんと投資して営業が

出来る環境整備をみんなで考えた方が良いんじゃないかなと思っています。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問でございますけども、業務の委託の内容については先ほど申し上げております。

また実質的な販売、カフェ部門等の営業に係る部分。御指摘をいただいたように自由に営業をやっ

ていただく手法として分業させていただいたと。町が完全に縛りつけるということで無くて、その

中でやってやはり施設ですから、町の施設を利用しながらでありますんで、当然収支の関係につい

ては把握をさせていただくというのが、当然の条件でありますし、将来的にはこの業務委託の経過

を見ながら完全なる指定管理に持っていけるところまでこの業務を進めていかなければというふう

に思っているところであります。基本的には施設を使って多くの人に来てもらって、そして管理し

ている側も利益につながっていくというような形になってくる、そういう施設として運営できれば

という思いでございます。以上であります。 
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○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今町長から自由な考え方でやってもらうという部分なんですけど、お二方からお話がありました

けど、観光の１つの窓口としてきちっとやっていくんだという意欲がないと、集客にも影響がある

んじゃないかなと思うんですよね。そういう部分で確かにまだ１年足らずで、様子を見ていくとい

う部分は当然あるんですけど、経営をしていくんだ、営業していくんだという厳しさを捉えながら

進めてもらわないと。なかなかそれがイコール集客につながっていくってことになっていかないん

だと。いろんな形で果敢に挑戦できるような形で町側も業務を委託してもらっているという部分も

ある訳ですけど、やっぱり受けた以上はやることはやってもらうと。そういう強い姿勢のもとで臨

んでもらいたいなと。そのことだけ要望したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

きよ～るの運営の関係でありますが、基本的に町の観光の拠点。また町民の方があそこを利用し

ていただくという施設として運営をしているわけであります。お任せをしておりますけど全くフリ

ーハンドかということでは無くて、常に観光協会側と連携をとりながら、内容も十分に相談をしな

がらやってきているということも事実であります。やはりそういう中で、販売部門は順調にいって

いるようでありますが、レストラン部門はなかなか厳しいというのが少しずつ見えてきます。それ

に対する改善策をどうするかということも含めて十分に観光協会側とも詰めていきたいというふう

に考えております。 

全く勝手にどうぞということではない。やはりこの施設の趣旨に沿った形で、そして将来的には

やはり利益が上がる施設として、独立した運営が出来ていければ尚ありがたいなというふうに思っ

ているところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今いろいろ意見出されたんですけど、ちなみにまだ年度末となっておりませんけど、レストラン

と売店のほうは、収支はどういうふうな数字になっているのか。差し支えなければで結構です。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まだ３月末になっていませんし、先ほど町長が申し上げたとおり仕入とかそういった部分や売り
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上げとか最終的に４月後半ぐらいになってくるかなというふうに思いますけども、町長申し上げた

とおり、売店の部分はある程度の利益が出てきた。カフェの部分は厳しいというような状況であり

まして、今のところ私どもとしては、ある程度２８年度は、プラマイが拮抗する中でなっているか

なというふうな認識を思っていますけども、最終的に３月の決算が出てということになりますんで、

そういった分については、当然必要に応じて常任委員会等々でも御報告をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 確認なんですけども、今いろんな意見を聞きながら業務委託費で、次年度予算の編成にあたって

こういう形でいきたいと執行側の提案ございました。多々いろんな指摘があります。その中でやは

り焼酎工場ときよ～る一体化という形の中で焼酎の物品販売、全てあそこで観光協会に委ねたわけ

です。 

そういった中で本来は、行政がしっかりと介入しなければ。焼酎工場自体は行政の１つの事業と

して展開しているわけですから、それをＮＰＯ法人観光協会という形でいろんな業種形態ではあり

ますけども管理業務は理解します。ただ物品だとか焼酎工場の販売も観光協会に委ねているんです。

その部分が見えないということは、今までの焼酎工場で焼酎を売っていた部分のその利益と言いま

すか、そこの部分は見えていなくなっている現実があります。やはりしっかりと今後の中で業務が

違いますけども、すっきりとした形で指定管理に移行する中では考えていっていただきたい。 

レストラン部門は、また違う展開が今後見えてくるかもしれません。はっきり言いましてＮＰＯ

法人が軽食を事業展開するのは、疑問があるのも事実です。そういうＮＰＯ法人で観光協会が自ら

軽食をやっているものがあるのかどうかは定かでありませんけども、実態はそういうふうな形であ

の施設を公共財ですから、しっかりとチェックしなければならないので、そこら辺はきっちりと今

後に向けた中で検討していただきたいといます。本当に次年度の予算を見極めた上で３０年に向か

って指定管理という方向で進んでいただければなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただいま前中議員のご意見のとおりしっかりとカフェでありますとか売店等々の歳入歳出をしっ

かりと見極めて資料をもらって、町として次にどういうふうに進んでいくかという部分も、しっか

りと把握しながら進んできたというふうに思っておりますので御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 この件について決算が終わった時点で委員会で報告をしていただくと、そういうことでよろしい

ですか。この売上についての部分。まとまり次第。 
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○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 きよ～るそのもののと言いますか、観光協会としての歳入・歳出がどうだったかという点につい

ては、わかり次第、直近の常任委員会等でも御報告させていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

３目豊かな田園づくり事業費。６０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

５目徴税費・１目徴税費、６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ、次に移ります。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

７項選挙費・１目選挙管理委員会費６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

８項統計調査費・１目各種統計調査費、６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

９項監査委員費・１目監査委員費、６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。ここで説明員交代となります。 

暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時０４分 

再開 午前１０時０６分 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 総合戦略費、６４ページから６８ページ。堀川哲男君。 
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○２番（堀川哲男君） 

 ６７ページの中ほど学校給食費補助について。このことは委員会の中でも発言させていただきま

したが、確認の意味を込めて質問させていただきたいと思います。 

来年度から給食費の無償化事業が始まるわけですが、給食費を無料するということは子育て支援

という意味では大切なことだということで理解するんですが、大事なところは、子供たちに本当に

おいしい給食を食べさせてあげる。又は地元産の良い食材を使って子供たちに地元のおいしいもの

を食べさせてあげながら、食育を進めていくということが、より重要なんではないですかというこ

とで質問させていただきましたが、従来、地元産の食材を使った給食の提供もしておりますし、こ

れからも力を入れていきたいという答弁がありました。そのことについて確認の意味を込めて質問

したいと思いますので答弁をお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの学校給食費の無償化の関係でございますけども、この無償化につきましては本町にお

きましては、平成２６年から経費の一部負担軽減と言うことで、給食費の軽減実施要綱によりまし

て行っているところでございます。近年、近隣町村及びＰＴＡの懇談会の中での要望がありました

無償化につきまして、平成２９年度から実施したいということで、保護者の経済的負担の軽減を図

り、子育て支援、子供を産み育てやすい環境づくりを進めていきたいという趣旨から子育て基金を

活用して行っていきたいというふうに考えてございます。 

今議員おっしゃったおいしい給食の提供、それから地元産の給食の提供ということでございます

けども、当然そのことにつきましては、今までも従来どおり、そのことに心がけまして行っていた

わけでございます。ただ今回この給食費の無償化にあたりましては、補助に年間約１千８００万と

いう経費がかかることから、先ほど言った子育て、子育てしやすい環境をつくるという方針のもと

で、当然、地域社会の理解を得ることが必要かなというふうに考えておりますし、機会あるごとに

この部分ついては話さないとならないのかというふうに思ってございます。 

先ほど言ったとおり、地元産の農産物を中心としまして、今まで以上に給食の中に取り入れてい

く。またおいしい給食、安全安心な給食をこれからも無償化になったからといってそのことについ

ては、今まで以上に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ただいま今まで以上に積極的に取り組んでいきたいという答弁いただきましたが、まだまだたく

さんの地元産のおいしい食材。あるいは北海道産のおいしい食材がたくさんあると思いますんで、

どうぞ積極的にそういうものを取り入れていただいて、子供たちのために、食育ということで力を

入れていっていただきたい。加えまして食育という給食の提供と食育という教育という面で、これ

は地元産のおいしいものですというような教育の方の面にも力を入れて、子供たちの教育食育等の
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ために力を入れて進んでいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 議員おっしゃったとおり、給食は提供するだけではなくて、食育という教育が大変重要かという

ふうに思ってございます。地元産の農産物等提供にあたりましては給食だより等で周知するととも

に、また栄養教員等も活用しながら、そういうような食育についても、十分に取り組んでいただき

たいと思いますし、また地域の方にも参画いただきながら、本当に地元で作っているもの、美味し

いものを給食に提供しているってことでいろんな面で、食育の観点を重要視しながら、今後も子ど

もたちに給食を提供したいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 次年度の中で給食費の無償化という町長が唱えている子ども子育て支援という中では、大変な英

断だったのかなと思います。財政的にも１千８００万を次年度予算中に組み入れた。 

今お話の中で食育地元産の物、やはりこれからの次代を担う我が町の子供たちに提供する。本当

にそこが一番の大切な部分だと思います。そしてそれに向けて清里町は１次産業が基幹産業です。

そういった中で、協力者と一緒になって構築しながら手を携えて、給食の現場に提供したいとなれ

ば、やはり本町におけるＪＡその協力支援をしっかりと首長サイドでも会があるたびに、そういっ

た発信するのも１つの方策ではないかと思いますんで、重々今後の無償化の中で検討していただき

たいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

ただいま地場産品の活用関係の話が出ておりました。ＪＡの話も出ておりましたけども、小麦を

つかった麺の提供につきましても、農協と連携をとりながら今、ラーメン・うどんについては地場

産小麦を使った麺の提供を行っているところでありまして、今後も農協、それから地域の方とも連

携しながら多くの地場産品が提供できるような形を構築していきたいなと考えているところでござ

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 
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○３番（河口高君） 

 ６５ぺージ、移住定住促進事業費の中身ですけども、空き家対策事業業務委託料。この金額が適

切なのか。あるいは不十分なのかということと、こちらの方に来られた移住定住の中で、私どもの

班にも新しく１件来ました。そういう方々にどういう使われ方をしているのか。そして町の中のお

医者さんが出て行きます。せっかくおられた方が出て行く。 

この辺の移住定住に関することについてしっかりと説明をいただき、増やしていきたいかという

時に、この予算の数字が良いのかどうかということを併せて回答いただければ。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

この移住定住の促進事業の部分であります。移住の補助分については１５０万円、定住の補助分

については、４０４万９千円を計上しているところであります。移住の交付金の１５０万円の内訳

でありますけれど、新規で新築をする部分が１件、中古で住宅を買われる方で移住される部分が１

件ということで、２件分の計上をしているところであります。 

空き家対策の５０万の中身については、調査にかかる費用。それから一部空き家対策をＰＲする

ということで５０万円を計上しているということです。金額的にも昨年、一昨年の事業内容踏まえ

てこの５０万円が適切な額で運営できるということで判断させていただきながら、空き家対策の業

務委託料とさせていただきました。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○３番（池下昇君） 

 ６５ページの今の移住定住の関係なんですが、交付金の４０４万９千円というふうになっており

ます。内訳はどういうふうになっているのかお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず移住分の交付金でありますけども、新規の方が新築で移住される部分として１件計上してご

ざいます。それから中古住宅を購入された分の部分として、１件計上してございます。それからこ

れについては、５カ年で分配して交付する事業でありますので、それぞれ２年目、３年目、４年目

の経費についても計上しております。２年、３年、４年についてはそれぞれ２名分でございます。 

それから定住支援の部分として、平成２５年から２８年度分までに２７名分。それから２９年度

では８名分の定住支援交付金を計上しまして総額で４０４万９千円ございます。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ２５年から２９年まで合計３５名の方の支援をしているっていうふうに解釈するんですが、これ

は決して否定するつもりもありませんけど、実は最近移住してきた方の中で数名、清里町から離町

している方もおられます。１００％いるということはあり得ないのかもしれないですけれど、やは

りそこには何らかの事情があるんだろうというふうに思うんです。 

この事業は、私は決して止まることなく、これからも進めていただきたいなという思いもありま

すので、今後もやはり充実した内容の支援をしてもらった方が町にとっても良い事だなというふう

には思っています。 

それとちょっと話は違いますけども、６６頁の美しい村連合サイン設置工事請負費であります。

１１８万８千円とありますけれど、これ説明資料では２基というふうになっているんですが。これ

位置はどこになっているのか。教えていただければ。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画制作課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただいま担当の中で議論しているのは、美しい村連合のその看板の設置の基準でのいわゆる町界

につけてくださいというのが基準でありまして、町界ということになればいくつかありますが、車

通りも考慮しまして、今のところは川湯方面の国道から清里の方に入ってくるところ、それから斜

里の方向から清里町に入ってくるそれぞれの町界に１基ずつ今のところ設置する予定です。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 せっかく村連合に加入したことでありますので、目立つような素晴らしいサイン設置を望むもの

であります。実はこれは委員会の中にも話ししました。情報交流施設のところの看板は余り目立た

ない。外部から来た観光客にとってはその情報交流施設とはいったい何ぞやというふうな思いで見

ている方が結構おられるようで、やっぱり解りやすく。それが一番ＰＲにもつながるだろうし、立

ち寄っていただけるようになります。サイン設置はすごく大事かなというふうに思います。ぜひ素

晴らしいものをつくっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

まずこの美しい村連合サインにつきまして、今のところ町界によくあるカントリーサインを基準
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に設置していきたいなというふうに考えてございます。それからきよ～るの看板、標識案内の関係

も御意見としていただきました。これについてはきよ～るの外構改修工事の予算を見てますんで、

その中でできる範囲で分かりやすいような修正または追加等ができれば良いというふうに思ってお

りますのでご理解をいただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほか。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 先ほどの河口議員の質問対しての課長の答弁で、ちょっとお聞きしたいことがありまして６５ペ

ージ。定住促進事業費、空き家対策事業業務委託料ですが、先ほど課長の答弁では昨年一昨年を勘

案してこのぐらいが妥当だろう、十分だという答弁をいただきましたけれども、先日の堀川議員の

一般質問の中でも空き家の実績ですか。今３軒。町には１００件近くがあるんじゃないかなという

ような話がでてきたと思います。 

それに対して、例えば今回空き家対策事業業務委託料５０万、後ほど出てきます商工振興費が出

てきますが、空き家活用促進事業補助金１５０万と空き家関係に関して２００万と。この金額が妥

当なのか妥当でないのかというのはなかなか難しいこともあると思いますが、１つ思いますのは、

昨年、一昨年３件で十分だという感覚ではないと僕は思っているんです。お金だけではなく、もう

少し観光協会に委託するのであれば、もう少し町の意見と言いますか、もっとこういうふうにして

いただきたいですとか、策の改善も求めていくことも必要なのではないかなと思っているのですが、

これはいかがなんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画制作課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まずこの空き家バンク事業の５０万円が妥当かどうかというようなことでございますけども、こ

の５０万については、空き家調査しなければたくさんあるというような部分もございますが、昨年

一昨年と、かなり調査員の方が町内を隈なく見ていただいて、ある程度把握しているという状況で

す。さらに、今年度についてはさらなる空き家がないかどうか。登録していた空き家が使われてい

るかいないかという部分も含めて調査をするということでありますので、ある程度ベースはできて

いるというような部分がございますので、これの移住定住につなげるためのパンフレット作成等々

も含めて空き家バンクのパンフレット作成も含めた形で５０万円を計上させていただきたいという

ふうに思っております。 

さらに、昨日、堀川議員からいただいた御意見についても十分に参考にさせていただきながらで

きるものについては住民の方々の協力もいただきながら、空き家の掘りおこし、利活用につなげて

いきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君） 

 今の課長の御答弁で空き家に関する掘り起こしという部分になってくるのかなという理解しまし

た。ただ、もう１点お聞きしたいんですが、そのとき調査は何名くらいで実質行われていたのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 基本的には２名で行っていただいているというふうに聞いております。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ２名ということで、今後さらに掘りおこしを行うということで、そのへんは理解いたしました。

関連してなんですが、次にちょっと移らせていただきたいと思うんですが、６７ページ。地方創生

の深化のための推進事業費ということで、今の移住定住等に関連する質問と思いますので続けて質

問させていただきます。 

その中で地方創生関係業務委託料１千２５０万円ございます。この部分に関しましては、常任委

員会での資料によりまして内訳なんですけども、ブランディングデザイン作成委託料が６５０万、

さらにグリーンツーリズム推進モデルプラン構築委託料として６００万というふうに出ています。

予算審議資料の方でブランディングデザイン作成委託料の部分は、内容等把握はできました。ただ、

もう一つの方グリーンツーリズム推進モデルプラン構築委託料に関して、この部分はどこにどう支

払われ、委託され、どのような内容になっていくのかってことをもう少し詳しく聞かせていただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 グリーンツーリズム事業につきましては、昨日からも一般質問でお話がでているように、トータ

ル的な体験型観光ということにつながっていくのかなというふうに思います。ただ、清里を見るだ

けではなくて、清里を見ながら清里の産業や文化にも触れながら清里そのものを体験する。特に言

われているのが、農業体験でありますとか、最近はホワイトツーリズム。冬の体験。それから場所

や地域においては、スポーツツーリズム。自転車やランニング、トレイルラン等の体験なんかも含

めながら、町全体を体感体験していきながらのツーリズムの事業というふうに捉えております。 

そういった体験型観光を進める上ではある程度の清里にどういった体験ができる素材があるのか

というような調査分析をどのような方々が案内できるのか。そしてそういう案内をしなければなら

ない人を増やすことができるのかという人材育成等も入ってきます。 
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そして昨日から話題も出ています、知ってもらう、清里に来てもらうということがなければツー

リズムそのものが成り立たないわけですから、そういったトータル的な部分を勘案するとどうして

も、大手のエージェントと言いますか、旅行代理店と連携をしながら、この事業を進めなければい

けないのかなというふうに思っております。 

そういった部分の中において、平成２９年度については、大手のエージェントを活用しながら、

清里のグリーンツーリズムやホワイトツーリズムのＰＲをしながら、キックオフツアーであるとか

プレツアー、モデルツアーみたいなものを繰り返しながら、さらには人材育成を図りながらグリー

ンツーリズム、ホワイトツーリズムの構築をしていく、その費用が約６００万円ということで御理

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） 

 大手エージェントモデルツアーは解るんです。そのモデルツアーを考えていただくための費用に

なるのか。モデルツアーを企画して実行していくために係る費用等にかかっていくのか。もう１回

聞きたいんですけれど。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 当然素材を掘り起こしてどういった体験ツアーができるのか、そういった部分も町としてより協

力者の方も含めながら提案をし、そういうエージェントの方々の御意見ももらいながら清里にどう

いったことであればグリーンツーリズムのいろんなメニューがつくれるのかというような部分も当

然２９年度ではつくっていきたい。それを元にモデルツアーやプレツアーも行っていきたい。３０

年度以降については、それを活かして実際にそういったエージェントの協力を少なくしながら自分

たちの力、町や観光協会や農業関係の皆様方の協力いただきながら、実際に３０年以降については

できるだけ自力な部分で、それらを運営できればいいと思っています。ですから２９年度について

はそれをまず構築していく年度というふうにしていきたいというふうに考えます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 わかりました。先ほどの空き家もそうなんですが、人口増加を考えていくと移住定住に向けて実

際に町に来てもらうということが大変重要だと先ほど課長もおっしゃったとおり、私も思っており

ます。こういう事業を１年間予算をつけましただけではなく、１年経った後きっちり検証していた

だき、本当に実効性のある事業展開をしていただきたいなと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 十分に参酌しながらより良い方向で進めてまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 教育支援事業費の中で、学校における教育支援の２名と特別支援教育支援員の加配という形で今

回予算計上されているんですけれど、数字が解っていれば、小学校、中学校４名の特別支援員の配

置となった段階で生徒の数だとか、それに伴って学校における例えば具体的にいえば、トイレ改修

を伴うような支援の子供たちがあるのか無いのか。ちょっと確認の意味で。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 今回新たに学習支援部分の学習支援員。それから従来の教育支援専門員。それから特別支援に支

援員ということで中学校を１名増員しまして、清里小学校２名、中学校２名ということで４名体制

を行うということになってございます。この特別支援にかかわる支援につきましては、通常通常学

級にいる子供たちで特別な支援が必要だという形の学習ですとか生活を支援する目的で行っている

ところでございます。 

それにつきましては、現在通常学級にいまして支援が必要な子ども数というのはなかなか難しい

わけでございますけども、特別支援学級の数ということでしたら、だいたい何人いるかというのが

解りますけども、特別支援できますと現在清里小学校におきましては、情緒、知的、言語、肢体と

いうことで４つの特別支援学級を設けてございまして、それに在籍する児童については今現在１４

名在籍してございます。翌年度も同じような形、またプラス１名程度ですね。在籍者が増えるのか

なというふうに今のところ思っているところでございます。 

あと中学校の関係でございますけども、中学校におきましては特別な支援が必要な生徒が増える

という予想のもと特別支援それから支援員について、増員したということでご理解をいただきたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 身体的に御不自由なお子さんはいないと理解して良いのか。 
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○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 現在２８年度は今も肢体不自由学級２名在籍しております。それから新年度におきましても病弱

の特別支援学級が必要かということで１名在籍を予定しているということで、新年度におきまして

は３名で肢体不自由の関係と病弱の関係で３名が在籍の予定です。 

それから後段で質問のありましたトイレその他の学校環境の施設整備の関係ですけども、そこま

での改修等の必要性は感じていないということで、通常のトイレの洋式化等昨年も含めて進めたと

ころでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 ちょっと関連なんですけども、やはり幼・小・中・高と教育方針も謳っていますけれど、この情

報共有。今の特別支援のお子さんの情報共有は保育所だとか幼稚園の情報もやはり共有していると

思うんですけども、そこの連携はしっかりなされているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯教育課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま御質問の幼児から高校までも含めました、特に中学校まで含めました情報共有でござい

ますけども特別支援連携協議会等によりまして情報共有をしながら継続した支援ができるような体

制をとっているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかよろしいですか。ここで説明員交代となります。質問漏れはありませんか。無ければここで

１０時４５分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時４０分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（田中誠君） 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費、６８ぺージから６９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２目障害者自立支援費、６９ページから７１ページ。河口 高君。 
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○３番（河口高君） 

 障害者生活支援事業の居宅介護給付費が昨年の予算から見て２００万上がって、施設介護給付費

は下がっているということの基本的な違いを説明いただきたいと。これ国の財源の中にも道と国の

部分が違ってきている。この部分なのかなと思いますけれど、根拠の部分を教えてほしい。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 まず、居宅介護給付費の増額につきましては、居宅介護の給付には身体障害者あるいは知的障害

者、精神障害者それから児童発達支援といった項目があるところですけれども、児童発達支援につ

きまして、平成２７年度と比較しまして対象者５名増というふうに見込んだ結果の増額であります。

それから施設給付費につきまして２９年度につきましては、知的障害者の施設サービス給付を１名

減と見込んだということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ３目福祉サービス事業。７１から７２ページ。 

 質問がなければ次に移ります。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 ４目老人福祉費、７２ページから７３ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 委員会の中でケアハウスの事業スケジュールについては報告いただいているんですが、いよいよ

ケアハウスが実現の中に１歩踏み入れようとしているわけです。この施設は確定されて事業計画、

運営計画がされているだろうと思いますけども、それにあたって一番大事な部分、この施設管理費

を５０床の中で、施設管理費負担する部分を幾らで見られているのか。解りましたらお願いしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 利用者負担ということでよろしいでしょうか。利用者負担につきまして、常任委員会等で申し上

げているレベルで、今ここでさらに進んだことは申し上げられないんです。利用者負担をいただい

ているのは法令等で定めがあって、事務費であったりとか生活に要する費用であったりとか、その

へんについては決められた額をいただこうと。それから後は解りやすい言葉でいけば家賃相当額が
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いくらになるのかだと思いますけども、これにつきましてもかなり煮詰まってきているところです

が、いくらというのはまだ申し上げられないということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 確かにこの６億６千４６２万３千円の予算についてどうなのかという審議なんでしょうが、これ

は最終的に議決どうするのかということに繋がることなんだろうと思っています。予算は組まれて

いるけれど、これが本当に進んで良いのかどうかということが大事な部分になってくるもんですか

ら、今質問させていただいているんですけれど、一番大事なことは最後にまだ申し上げられないで

すというお話が一番私にとって判断基準ができない部分になっています。 

それは２月の最初の委員会の中で最終値段の提示をある程度報告いただいています。しかし現実

に一般町民との会合の中に言われた金額とこの差が大きいもんですから、その辺が煮詰まらないと、

この予算が正しいとか正しくないという以前の問題があるのかなという解釈はあるんですから、た

だ施設管理の値段についてはまだ申し上げられませんという言葉の中で、軽費老人ホームで一番大

事な部分国で決まります。何が違うのかは施設管理費です。上乗せするその部分がわからないで進

んでいくというのは、そこの中に非常に消化不良の部分があるという事だけご理解頂ければ。６億

６千４６２万３千円が悪いじゃなくて、先に進むだけの材料が私には理解できないと言うことなん

で、もし予算の中で、少しでもギャップを埋めれば次に進めるかなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今、管理費というおっしゃり方をしましたが、トータルで管理費負担額ということでご理解をい

ただけていると思います。今これまでお話ししてきましたように、家賃相当総額についてしっかり

とした額は説明できていませんと言うことです。これについてはご理解いただけているのかと思い

ます。これにつきましては２月の常任委員会で以前申し上げたところでは、全体の建物の設計額が

あがりました。それを見ていくと最大限で２万円半ばの上乗せということでお話をしたと思います。

それは最高額ということで御理解をいただきたいと思います。ここをどこまで政策として押さえて

いけるのか。これにつきましては、今大分煮詰まってきておりますが、今はまだ申し上げられませ

んけれども、足していっていただければ、１万円と４万位だと、２万５千円前後ということでお話

ししたかと思いますが、８万数千円くらいの話になるという。単純に全部足せば、そこを政策的に

家賃相当額の部分をどこまで抑えられるか。さらにはそれについては前々からお話をしていました

とおり、収入の低い層については補助も考えながらということですので、ご理解をいただきたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 
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 ５目国民年金事務費、７３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２項児童福祉費・１目児童母子福祉費、７４ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 児童母子福祉費の子育て支援で、町は小さい子供から高校生に至るまでさまざまな範囲で支援を

行っております。櫛引町長になってから子育て支援に関して充実しているなというふうに私は思っ

ております。支援に関しては我々が住んでいる清里町は斜里郡３町の中で群を抜いていると思うん

ですが、実際には他町から近隣に関して、若い世代の方の移住という部分に関してほとんど無いの

かというふうに思っております。この少ないのがどう言った理由で私たちの町に若い人たちが引っ

越してこないのか。住居をこちらにして例えば斜里とか小清水とかに仕事で通う。こういうふうに

なって、やっぱり住みやすいのは清里町かなということになれば、もっと若い２０代３０代の方が

移住してくるのかなというふうに思うんですが、この理由はちょっとはっきり解らないんですけど。

課長に聞いても説明できるかどうか解りませんけども、そういった理由があるならばお聞きしたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 移住政策でございますので、私の方から御答弁させていただきます。総合戦略の中でも若い方々

の移住について謳っている中で若者の方々向けの民間住宅の関係ありますから、企画政策部門でい

けば、若い方々が賃貸住宅を利用していただければ、それに対する補助とか、雇用の補助だとか２

８年度から事業を実施しているところでございます。 

そうした部分が少しずつではありますけども、２７年度の清里の役場事務局サイドで捉えている

移住者の推移で見ますと、２７年度は４件、２８年度は５軒というふうに少しずつ移住も伸びてき

ておりますし、その年代についても若い方もいらっしゃるというようなことでありますから、全体

的なこの移住にかかるＰＲが少しずつ浸透してきているのかなというふうにも思っておりますので、

引き続きいろんな政策を打ちつつＰＲに努めて、若い方々も清里に移住できるような環境を整えて

まいりたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 たまにメディアなんかでも放送されているんですけど、本州の一定地域ですごく子育て支援とい

うことに力を入れているところがありまして、そこに最近毎年若い方が移住してきています。実態

があるわけです。私たちの町もそういった子育て支援、子育てから高校生で、大学に行くまで、幅

広く支援を行っていると、そういった状況にあるにもかかわらず、こういった少ない人数しか来て

いない状況を考えるとＰＲ仕方が弱いんじゃないかというふうに思うんですけども、課長どのよう

に捉えていますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 移住ＰＲ。それから検討する中でこれだけ子育て支援に教育支援が充実しますよという部分も十

分に出しながら保健福祉課と連携を図りながら、２９年度以降も昨日の一般質問でも御意見いただ

きました観光振興、地域振興のＰＲも含めながら清里の魅力を発信していく、清里の環境の良さを

発信して子育て支援や教育支援の充実をも含めながら、全体のＰＲを図った中で移住をしていただ

けるような検討していただけるようなそういう魅力を２９年度についても発信強化をしてまいりた

いというふうに思っておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 今、児童福祉費の予算ということなんで、この件はちょっと。また後ほど。ほかありませんか。

次に移ります。２目保育所費、７４から７５ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 この保育所費についてお伺いしているんですが、まず清里保育所それから札弦保育所の現在の正

職員の人数と臨職の人数を教えていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今現在２８年度ということでよろしいですか。清里保育所につきましては正職員４名、それから

臨時のフルタイムの職員について４名、合わせて８名でございます。札弦保育所等につきましては

正職員１名、臨時保育士フルタイム２名合わせて３名、この体制で保育を行ってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今の課長の説明で正職員４名、臨職は清里保育所４名。ちょっと私の方で調べて、その正職員６
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名。臨時が９名。こういうふうな数字があるんですが。もし間違っていたら、本当に申しわけない

と思います。２月の広報に９名の臨職の募集が載っておりました。今臨時が４名という説明であり

ました。この９名の臨職が本当に必要であるならば、なぜ正職を増やしていこうとしていないのか。

ここには将来的に認定こども園の問題が絡んでくるんだろうと思いますが、そこら辺まず理由を聞

かしていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 まず最初に正職員数の違いにつきましては、今御質問はありましたのが清里保育所と札弦保育所

でということで御質問いただきましたが、このグループ全体では子育て支援センターもグループ内

にありまして保育士の数ということになりますと子育て支援センターに職員、保育士を１名配置し

ております。その数が違ったんではないかと思います。 

それから臨時職員がなぜ今９名を求めているのかということでありますけれども、今現在のフル

タイムで勤務していただいている２８年度勤務していただいている６名の方も含めて、改めての募

集ということです。ですから今２８年度をお務めいただいている方については、６名の方全てに２

９年度も勤めていただけるということで採用内定してございます。あと３名につきましては、なぜ

必要かということでございますけれども、まず話を解りやすくするために札弦保育所を先に説明さ

せていただきます。札弦保育所につきましては２８年度、２９年度とも変わらず正職員１名、臨時

職員２名の３名体制を継続します。残り清里保育所になります。清里保育所につきましては、１名

のグループリーダーとして清里保育所、札弦保育所を含めて全体を見ていただいていた保育士が定

年退職をいたします。この部分が１名減りますが、これにつきましてはグループリーダーとして町

立保育所、札弦清里と含めたところの調理室、保育所全体と清里保育所の管理運営を担当する者は、

一般職員をグループリーダーとして配置する予定でございます。それからもう１名、正職員につい

ては妊娠出産の予定のものがございまして、産前休暇、産後休暇また引き続き育児休業ということ

が予定されております。これについては臨時職員で対応をとりたいというふうに考えております。

さらに事務職で対応したものと、それから育児休業で休む者。これが１ですから、さたに不足分２

ということですから、これにつきましては保育するにあたって、配慮が必要な子供たちが増えてお

ります。これについて支援をしていきたいということで、予算措置上２名新たに措置をしていくと

いうことで、これで全部の数なんですが、ただこうしますとかなりご心配いただいたのかなと思い

ますが、ここへ来まして平成２９年度の清里保育所の入所希望が出揃いまして決定を出しているん

ですが、１～２歳児が４月スタート時点で７名ということであります。２８年度、今現在は３名を

配置しておりますんで、ここは１名でやって行こうというふうに考えております。とりあえずここ

の分の２は後々求めていきたいと思っていますが、４月時点ではいかないのかなと。それからあと

配慮の必要な子というところではなるべく早く１名を確保したいと考えてございます。 

最後御質問の中、正職員ではなくて、臨時職員のフルタイムの職員の配置を行っているのはなぜ

かというふうにつきましては、議員のお見込みのとおり、将来的な認定こども園の意向等を考えた

中、職員新規卒業で採用をいたしますと４０年間お勤めいただくことを考えていかなくちゃいけな

い中で、なかなかここが将来的なバランスを考えると難しいところであるということでご理解をい
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ただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 難しい問題がいっぱいあるんだろうと理解はするんですけれど、今回退職される方は多分現場で

なくて、事務職をやっているのかなと思うんですが、この方が退職された後事務職に関しては、し

っかりと確保と言うか、そういう整備をされているんでしょうか。その辺どうですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 人事関係でございますので、私のほうから答弁させていただきたいと思います。今退職予定の方

につきましては、グループリーダーということで勤めていただいておりますので、２９年度の人事

配置につきましては事務職員で、一般職員を主査級のものを配置したいというふうに考えます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○３番（河口高君） 

 次年度に向けてはしっかりとそういう体制で来ているという御答弁でありました。それでまたち

ょっと戻りますけども、これだけ臨職がやはり多くいる。そういった中において私も数年前にこの

件に関して御質問をしたわけなんですが、臨職にクラスの担任を持たせるという、そういう責任あ

る仕事を今現在させているんですか、させていないんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○５番（池下昇君） 

 保育所では担任ではなくて、担当という言い方をしておりますが、今現在の臨時職員においても

担当していただいております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 担当させるということはやはりある程度、責任ある仕事であるというふうには理解するんですよ。

例えば自分の子供が保育所に通わせる時、自分の子供の担当が正職じゃなくて臨職だったら父母と
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してどういうふうに思うか。その辺は正職が担当になるべきじゃないかというふうに私は親として

はそういうふうに考えると思うんですが。そういうふうにならないほど要するに正職の数が少ない

と言うことですよね。正職と臨職は基本的に考え方が違うんです。当然それに対する賃金も変わり

ます。そういった状況において今も臨職に担当させている。そして９名も臨職を増やそうとしてい

る。現在６名そしてプラスアルファ３名、３月８日の新聞に３名募集と出ています。これをふまえ

たら、やはり今後認定こども園の問題もありますけれども改善していく考えを持っていかなかった

ら、そこは絶対埋められないものだと思うんです。その部分に関して、認定こども園の問題もあり

ますけれども、４０年勤務していただく都合と言いましたが、認定こども園になった時はこういう

ふうに事務職に移行してもらう場合もありますよと。そういう条件つきで採用を決めていくとかっ

ていろんな方法があると思うんです。確かに難しいかもしれません。最終的に臨職で何かあった責

任はどうするんですかって話。ちょっとお聞きしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 臨時職員であっても、正職員であっても保育士の資格を持ったプロフェッショナルがあたってい

るということでご理解をいただきたいと思いますし、採用にあたってはやはり長期的な視点に立っ

ての採用はやはり必要であると。それから、今アイデアとしていただきました条件をつけてという

こともございますが、当然ながらそれは担当としては、日ごろから知恵を絞っておりますので考え

られないことではないんですが、なかなか現実的でもないということであります。これについては

やはり今後の保育児童教育全体のところを見通しながら解決をしていけなければことでご理解をい

ただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 解りました。今の話と違いまして保育所費予算なんで、ちょっとお話しさせていただきたいなと

いうふうに思うんですが、３年前から１～２歳児が受入れになっております。で、これに対して保

育所の中も改装したり、いろんなことをやってきました。 

そこでちょっと前から考えていたことなんですが、小さい時から保育所にたくさんの子供たちが

来ていますが、清里町って小学校・中学校・高校英語に関する指導とかそういったものを教育関係

に盛り込んでいるんですが、保育所方に英語を話す方常日ごろからいるような環境であれば、子供

たちに授業をさせるんではなくてそういう環境の中に子供たちを置いたら自然に英語を親しんでい

けるんじゃないかなというふうに私は思っていたんですが、これもなかなか難しいかもしれません

けども、小学校、中学校へ行って授業の中での英語よりは、幼児時代からそういった環境に置いて

おくと。また、違った英語に対する取り組みができるのかなというふうにちょっと思っていたもん

ですから、そこら辺唐突でなんですけども、課長考えがあればというふうに思いますが、いかがで

しょうか。 
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○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○５番（池下昇君） 

 今議員おっしゃる考え方は、全くそのとおり日ごろから話す方と接することは、まだ言葉という

よりも、まず海外の方と接していくということは大変重要ということで、これについては、以前よ

りそういう方針の中で今、最大限できる範囲として年６回でありますけれども英語指導助手の方に、

英語で遊ぼうというようなことで来ていただいて、一緒に遊んでいただくと、子供たちにとっては

慣れていただくということで取り組みをしております。保育所の側からは要望する立場であります

ので、今ここで申しあげませんけど、教育委員会の方で御配慮いただければ、もっと増やしていれ

ば良いかなというふうに思ってございます。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３目子育て支援センター費、７５ページから７６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となります。 

 

○議長（田中誠君） 

 説明員交代のため、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時２５分 

再開 午前１１時２７分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費、７６から７７ページ。河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 診療所支援事業２千万ですが、地方債で財源ということにちょっと違和感があって、今年度だけ

ですか。それは恒久的助成という位置づけになるのかなと。説明いただければ。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 私の方から起債の関係、いわゆる今回あげました地域医療確保事業について、これ過疎債で上げ

ていますんで、起債については５カ年使える、ソフト事業計画でありますので、計画としては過疎

債の計画は５カ年の計画としてあげてございます。その中身については保健福祉課長から。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 診療所の支援につきましては２千万円を上限として５カ年間考えてございます。よろしく御理解

をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 その関連に関して、今これに２千万を支援する総額全額が過疎債になっているわけですが、この

過疎債の内容状態について申請し直していますけれど、満額がその対象になってくると理解できる

んですが、それでよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この２千万の申請については満額でソフト事業の満額として申請をさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 内容的には大丈夫だとこういうことの理解で進んでいくってことで了解致しました。項目変わり

ますが、数字的に報告をしていただきたい。同じ項目なんですが、この中で２４時間電話サービス

事業における件数とどういう世代か。例えば子供の部分なのか、老人部分関係の部分なのか。ちょ

っとお伺いしておきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ２４時間電話健康相談サービス事業。平成２８年度のスタートでありまして、運用開始が５月か
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らになっております。昨年５月からはこの２月までトータルで相談の件数としては１４１件があり

ました。つけ加えますと、そのうちその相談の中から３件はオペレータ判断で救急要請をしたとい

うことでありました。それから相談内容につきましては、多い順で申し上げますと相談の対象者（具

合の悪い人）が２９．１％。３割。それから乳児約１３％。それから８０歳以上、約１５％という

ことで、就学前児童と高齢の方が多いということで、これまでの実績として報告を受けていること

です。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 非常に有効な効果が出ているのかなと思い、今後とも進めていただきたいと思いますが、もうひ

とつ同じ項目にある、救急医療体制支援しています斜里国保とかの人数で、実際にこれ支援してい

くときに患者数によって計算されていっていると思うんですが、１年～２年の患者数の動向がどう

いうふうに変わってきているのか、この辺。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 予算化するに当たりましては暦年になります。利用回数が搬送分として、定額で若干負担積算を

しているところもございますが、多くはこの搬送実績に基づいてということになります。丁度３年

間のデータがありますので御説明いたします。斜里国保病院の救急搬送は、平成２６年が３８件、

２７年が２９件、２８年が１９件で、この３年間で８６件。平均しますと２９件となっております。

続きまして、小清水赤十字病院２６年が３９件、２７年が６０件、２８年が７０件。合わせますと

１６９件。平均値としては５７件でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 網走医師会は定額ですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 網走医師会につきましては、定額で行っておったところですが、２９年度からについては当分の

間、目安としては３年後には見直しがかかると思いますけれども、従前とはちょっと違った考え方

で、搬送実績においてということになりました。それで搬送実績がちょうど今積算根拠のところで
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は出ていないんですが、清里町からの搬送数が少ないということで、２８年度からは、大きく減額

されておりまして、２８年度は２１３万４千円の負担だったところが、２９年度は１８０万７千円

ということで、３２万７千円ほどの減額になっております。ここ２９～３１年ぐらいはこの額で推

移します。その後はまた見直しがかかると考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

すいません、今の合計を申し上げました。２８年度については９２万３千円。これが２９年度に

ついては６８万３千円となってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 非常に大切な支出なんですが、問題は金額じゃなくて搬送される数、そして地域の問題。こうい

うものが非常に大きなウエートを今後占めてくるのかなというふうに、医療関係では思うわけであ

りまして、こんな中で清里診療所に緊急搬送される通常時はどのぐらいの件数になっているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 データをちょっと持ってきていないようです。後ほど御報告させていただくと。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 そんなに多くの数でないのかなと思うんでありますが、そういう中で清里町の医療体系そのもの

を捉えていくときに、診療所の支援のあり方と同時に、この清里における医療の今後はどういう形

にしていかないとならないのか。単年度の予算ではありますけども、この辺を町長サイド、議会と

しても、町民サイドとしてもどういう形なのかということを真剣に捉えていかないとならない、非

常に大きな問題だと思いますんで、この辺の充実に向けてまた努力を重ねていただきたいというふ

うに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（薗部充君） 

 清里町における医療としては、内科は死守をしていかないといけないと考えております。救急医

療体制までもいうことであれば、体制の整備というのは膨大なものになるというところで２千万円

の支援ではなかなかそこまではかなわないというふうに考えております。まずは清里診療所につい

ては今の体制でまずしっかりとした安定した運営に移行し、その上でまた病床の回復であったりと

いうことをやっていただけるように支援をしてまいりたいと思っています。 

参考になるかどうか。きよ里クリニックへの２８年中の搬送件数でありますけど、１年間２８年

だけなんですが、１６件の搬送があったということであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目予防費、７７ページから７８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３目各種医療対策費、７９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ４目環境衛生費、８０ページから８１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目保健福祉総合センター費、８１ぺージから８２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２項清掃費・１目清掃事業費、８２ページから８４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 加藤議員から御質問のありました清里クリニックの救急搬送の受け入れ件数につきまして、資料

がございました。２６年度については１５件、２７年度については２件、２８年度について１６件

ということになってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となります。 

 暫時休憩といたします。 
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休憩 午前１１時４１分 

再開 午前１１時４２分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ５款農林水産業費・１項農業費・１目農業委員会費、８５ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 以前から何回か農業委員さんの報酬について、農業委員さんの業務に対して比較すると報酬が安

過ぎるんじゃないかということで何回か質問させていただきながら、意見も言わせてしていただき

ました。その間においては、報酬審議委員会の決定もありますし、他の委員さんとの兼ね合いもバ

ランスもあります。また他の町村とのバランスもありますのでとの答弁がありました。それに加え

て農業委員さんの業務が非常に他の委員さんと比較し多いんではないかということ言わせていただ

いて、できればその辺の調査なりをしていただいて検討していただきたいというところまではお願

いしたところですが、その後検討がされているのか。果たして今後においてその辺が改善されるの

かということを質問したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただいまの御質問ですが、農業委員さんの報酬に際しましては、以前もご質問いただいておりま

して、管内の状況を調べた経緯もあります。その中でいきますと会長、代理委員とそれぞれ単価は

違うんですが、全体的にいきますと、１９の委員会を調べた結果、中の上を位置しております。た

だ位置的にはそうですが、その報酬そのものが妥当かどうかの部分もあると思いますが、御存じの

とおり農業委員さんの報酬に関しては、他の議員さん合わせた中での特別職の公務員の報酬の中で

決められております。最近法改正でこの間関係もありまして、管内、全道的に農業委員の報酬に関

しての話題が会議の中で出ております。そんな展開がありますので、さらに会議が続けられており

ますので、その妥当性と今調べているのはあくまでも管内です。全道的にどうなのか、もっと広く

全国的にどうなのか。今年度で調べてまいりたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 以前から農業委員さんを、実際やられている方からもなかなか業務が大変だという話も変わって

おりますし、周りにいる方々からも農業委員さんも随分大変だといっておりましたので、私もちょ

っといろいろ聞いてみましたところ、最近の１月、２月の部分ですけども、１月においては会議が

３回、出張、研修会が網走１回、札幌に１回ということで１泊２日かかっておりますので、拘束さ

れた日数は１月で３回、２月になりますと会議が６日間。６日ですが、午前午後といった会議もあ
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ったり、合わせて６日間の拘束。研修会が２日ということで、２月においては８日間。会議研修等

で出役があったとございます。いろいろ担当がありまして、年金担保ですとか担い手担当ですとか

いろんな担当によってばらつきますが、また別の担当の方に伺いましても、１月会議３回、研修会

が１日。２月においては、会議が７日、研修会が１日ということで、他の町村管内を調査するとい

う話ですけども、清里町の農地に対する会議のあり方、価格協議から始まって、地域協議、利用調

整会議というような段階を踏んでいくわけで、ほかのところから比べても自然と業務が多くなって

いるように感じています。この業務の多さというのを改善して行かなきゃならないという課題もあ

りますけども、報酬のほうを出来ないのであれば、費用弁償ですとか、そういう形で、何とか業務

にあったような形で改革していくという検討を願えればというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 農業委員会におかれましては、会長につきましては東京出張もかなりあります。ほか委員におか

れましても、会議、研修メインとなります利用調整会議で数の多くの出席をしていただいているの

は現状です。その辺、今後協議していく中で、その辺の実情も踏まえてやっていかなければなりま

せんし、報酬のあげ方に関しての議論がなされた場合、今のベースを変えるのか、参加された実数

に応じた上乗せ的なものがあるのかどうかも併せて、現状ただ単に単価を比較するだけではなくて、

当庁の運営の実情を加味して検討してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目農業振興費、８６ページから８８ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 農業振興費の中の８７ページ。生産性向上対策事業費と８８ページの植物防疫対策事業。シスト

センチュウの関係で、このことについて質問したいと思います。 

網走で発生して、シロシストセンチュウ蔓延して６００ｈａにも及ぶ面積ということで、うちの

町にもいつ来るのやらと懸念しなくちゃいけない部分なのかと思っています。それも含めて対策費

で対策協議会のブーツカバーの補助ですか。１６万３千円見ているわけですけれど、過去に振興対

策の事業の中でもシスト対策は見ていたのでないかと思います。ただ現状を踏まえますと、なかな

かシロシストに対する今の品種改良とかそういうものもそんなに進んでないわけで、現状では網走

ではなす科のセンチュウ植物何だかナスビ。それを春から作付している。春から作付するんですけ

ど恐らくこれは休耕をしないと、作付できないと思うんですよね。おそらく出る部分についての対

処方法はまだきちっとした確立をされてない現状でないかなと思います。そのことも含めてこの対

策について町側と農協側で十分協議を進められているんじゃないかなと思っていますけど、いかん
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せん、農業側がかなり注意して、だいたい最初に発生した地域あたりもかなり内密にしていたけれ

ど漏れちゃって、道路を通らないにしているような形のものが現実としてあるんですよ。ただ、う

ちらが気をつけても外からいろんな旅行者とかそういう部分で車の出入り何とか制約できるような

ものはありませんから、そういう部分で蔓延はいつどのようにちょっとはかりしれない部分がある

もので、ただどちらにしろ、発生はきちっと未然に防がなくちゃいけない。最小限のことは取り組

んでいかなくちゃいけないのかなと思っているんですけど、そこについて農協側とのそういう部分

で協議された経緯があったらお知らせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 シロシストに関しましては、２７年に網走の方で発見されて、それで昨年２８年度に植物検診が

行われたところで、幸いにもＧＰと呼ばれるシロシストが発見されなかったところが幸いであった

と思っています。２８年度に加温装置、その他死滅させるための補助を行っているところです。現

状におきまして、農協と普及センター含めて会議もおこなっているところで、この話題は出てきま

す。それで現状といたしましては、ＤＤ材というものを土壌に灌注させることで何とか死滅させよ

うというふうな努力が網走の方でされているということと、同時に先ほど出ました対抗食物として

針茄子、この辺の検討をされているところで技術的な部分に関しては、我々はその部分を見守るこ

としかできないですが、いつ入ってくるかわからない。死滅させられるかどうかわからないという

現状ですので、情報収集を図って、具体的に昨年のような加温装置という予算を計上しませんが、

その辺の情報収集は常に図っていきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 どちらにせよ、うちの農業からこの畑作３品と重要な位置を占める馬鈴薯の栽培なんですけど、

センチュウが入ることによって、また制約を受けるような形になったときというのは、基幹産業に

影響する部分は大きいではないかと思います。昨年は加温して殺菌する洗車場を整備しまして、そ

ういう部分でなるべく外から入るような部分で、人の出入りそのものを制約できないわけですけど、

未然に防ぐという対策というのは十分とっていただきたいなと感じる次第です。 

その中で今、でんぷん工場の方でもこれは農協にも言わなくてはならない部分ですが、実際に積

載して帰りに洗車をしているんですよね。実際に畑から積んできたトラックはそのまま走ってきて

いる部分の中で帰りに洗車してどれだけの効果があるのかなという部分はちょっとクエスチョンマ

ークがつくんですけど、せっかくそういうものもつくってという部分では、決して工場の中で、各

地区から来るわけですけど、そこで持っていかないような形の対策は出来ているのですが、そこへ

持ちこまない対策は取れていない感じがすんですよね。工場はいろんな各地の車が入るような中で、

その分を含めて農協とも相談しながら、対策を進めていってほしいと感じる次第です。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 おっしゃるとおり２８年度施設は完成しました。ただ運営に関しては稼働したばかりで、御指摘

されるとおりです。細かな部分で配慮がなされない部分ももしかしたらあるのかもしれません。そ

の辺はＪＡ、普及センター含めて施設を有効に意味あるものに活用していけるように協議は進めて

まいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他、よろしいですか。なければここで昼食のため午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 1時００分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３目畜産業費、８８ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 畜産業費の一番上にあります町営牧場管理運営事業費について、毎年こういうふうに予算があげ

られているところなんです。今後も町が運営管理をしていくのか、それとも何年か後には農協さん

の方に持ってもらうような考えでいるのか、お伺いしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 牧場の管理に関しましては２９年度につきましては、２８年と同様に行っていくという考えに基

づいております。今お話の中にありました、牧場の利用コースに関しましては現実的に減っている

部分があります。ただ必要とされている事実もありますので、ただ単に減ってきたことによって町

のほうでしないということにもならないと。ただ減っている事実もありますが、この点に関しまし

ては農協とも会議の中でも、今後の運営についてもお話してあります。ただ具体的に運営のお話の

中で今すぐ別なところに委託という話になりませんので、必要とされている間当面は町のほうの運

営で行っていきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目農地開発事業費、８９ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ５目道営整備事業費、８９ページから９０ページ。 

 （「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２項林業費・１目林業振興費から２目自然保護対策費まで一括質疑します。９１ページから９２

ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となりますが質問漏れはありませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時０３分 

再開 午後 １時０５分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費、９２～９３ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 商工振興費の減額の理由について、詳細について説明願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 商工振興費、商工振興事業補助の部分でよろしいでしょうか。全体ですか。まず、全体の部分で

いきますと、この減額分でいきますと商店街活性化事業、店舗出店改修事業補助昨年が１千２００

万円でございました。今年度が１千万円ということで実績に応じた部分については、１千万の計上

で事業を行えるだろうということで、約２００万円減額になっておりますので、これが減額の部分

でございます。 
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○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 すいません。商工振興対策事業の中で、減額が結構あると思うんですが、そのへんの説明いただ

ければ。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 商工振興事業対策事業の費用でございますけども、昨年の商工振興対策事業費が３千４６８万９

千円でございました。今年度が３千４６１万６千円ってことで金額についてはほぼ同額というよう

な形で進めているというようなことでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 ちょっと細かいことになるかなと思うんですが、詳細の審議資料の中で、昨年との違いを少し見

させていただいたときに、中央商店街の部分だとか、細かいところで対策費が削られているという

ことが目についたもんですから質問させていただくんですけども、まず昨年も同じことでイベント

が１つなくなりました。問題は、商工業の振興を非常に大事な部分で曲がり角に立っているかなと

思うんですね。その時にこの予算の中でこの商工事業がどうやって少しでも商工振興にかかわる予

算というのはどこを見れば良いのかなというのが、私の率直な第１印象ですね。非常に大変な時期

を迎えた中で、この予算にたくさんあるんですけども、出店事業、あるいはまちづくりはあります

けど、実際に出店で今既存の商店街がどういう商工振興を図れるのかなとなったときに、この予算

の中は不十分というふうに、見受けられたもんですから、その辺の商工振興の予算の中で、さらに

どうやってここから自分たち事業主が、この予算を使ってどうやって進行していくかという部分を

所管の方はどう考えているかということを聞きたいのですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 商工振興にかかる予算ということになります。この商工振興に対する予算については、前段商工

会からいろいろと来年度の予算事業案を持ってきていただいて、お互いに協議をしながら最終的に

は予算を計上させていただいたというような部分がございます。特に先ほどお話も出ていましたけ

ども２９年度については、昨年は実施できなかったいわゆるにぎわいまつりの復活に対する補助も

この中に入ってございますし、新たな商工振興事業としての取り組みとして商店街活性化事業とし
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て、７０万円ほどの補助もすると。総体事業費１４０万ですけども、中身については商店街の中の

事業であります商店街の空き店舗やコミットを活用したイベントの開催。それから中心商店街のた

めの勉強会や講師による研修。町中バルの開催、新たな事業も商工会の中でやってきたいというよ

うな部分ございますんで、そういった部分も加味しながら町として商工会そして街中の商店街の活

性化のために協力支援していきたいというふうに思っております。そういった部分の予算計上の積

み増しが今年度の予算となってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 中央商店街と項目の中では、昨年度中央商店街組合助成と名目はこう入っていました。あと情報

の部分はわずかな金額ですけども、そこの部分にホームページの部分ですか。情報という部分の予

算がこう見られていたんですが、その分はバッサリなくなっているということで見ているんですけ

ども。一部お願いしてあった商店街の中で新しく中央商店という形の枠組みをつくっていただくよ

うに実際動いていますので、その辺を十分に理解していただいて、そういう面では枯れ木に近い状

態。でも何も無くなってくるとそこから芽は出てこないんだろうと思います。是非新しい芽が出る

工夫をしていただきたいですね。 

それと思い切った事業の中で、例えば地方債を思い切って使っていくんだと。当然空き店舗有効

利用活用という部分があるし、あるいは中心商店街地区の活性化という部分を地方債で使える部分

もあるんだと思うんですけども、その辺の将来に向けた組み立てを是非何とか想像していただきた

いというのが、私の意見です。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 議員、今お話ししていただいたとおり、中央商店街協同組合の方は今年度２８年度の３月をもっ

て解散するということで、一部街中の街頭放送でありますとか、時計のモニュメントの維持であり

ますとか母の日の絵画事業等々については、そのまま商工会、商店街活性化事業のほうに盛り込ま

れ１部引き継ぐというような形で予算組みをしてございます。さらに議員の方から御意見ありまし

た中身についても、今後商工会の御意見を十分に参酌しながら町としてもどこまで、どういった支

援ができるかというのを今後前向きに検討してまいりたいと思いますんでご理解をいただきたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

いろんなことでは期待しているんですけども、残念ながら商工会に、商工業についてはお任せと
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言いますか、一任している部分がかなり大きいだろうと思うんですけども、この商工会に期待どお

りの仕事にしてもらっているのか。これをどうやって動かすかというのは１つは財源しかない。財

源があって初めて動く部分というのは、かなり大きい現実の姿なんだろうと思いますんで、この辺

は本当にここ１～２年、しっかりとどういう取り組みをされるかによって、生き残れるかどうかと

いう分かれ道かなと私は思ってますんで、その辺の財源を改めて検討するっていう思いでいていた

だければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 商店街、それから商工業については、厳しい状況ということは認識してございますので、そうい

った部分を含めて、今後については、申し上げていますとおり、支援等々について前向きに商工会

としっかりと意見を交わしながら、どういった支援ができるのか、前向きに検討してまいりたいと

いうふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ちょっと関連質問ですけど、町長の執行方針の中にも商店街に賑わいをもたらす新たな取り組み

という一般質問中でも答弁がありました。また今の質問に対する答弁の中にもありましたけど、コ

ミットの活用だとか、そういうことをいろいろ考えていくということみたいですけど、ただ商店街

の振興対策というのは、ちょっとかなり遅きに失した世界かなと。こんなような状況になる前にい

ろんな形の手を打たなくちゃいけなかった部分じゃないかなって、思う部分があります。 

そんな事言ってもしょうがない訳なんですけど、やはりきちっとしたいろんな工夫、きちっと買

ってもらえるようなお客さんを外へ出さない、逃がさないような工夫。そういうものには欠如した

現れがやっぱり地元の消費につながっていかなかった、全部外部へ。過去に僕も一般質問でしたこ

とありますけど、膨大な金額が町外に買物で流出していると。その半分もうちの町に残れば、かな

り財政状況も良かったんじゃないかなって、今になって思う次第ですけれど。そういうこと言って

も仕方ない訳なんですけどね。 

財源の話が出ましたけど、幾ら金をつぎ込んでもそれに対する手法が悪かったら申しわけないけ

ど、捨てているのと同じ。その手法に対して商工会当事者なりがきちっとやり方を見出していかな

ければ、活性化に繋がっていかないですよね。もう既にそのことの気力もなくなったとすれば、思

いたくありませんけど、きちっと行政側でその手法に対してアドバイスできるような形を作ってい

かなければ、ますます消滅の一途しか辿らないと思うんですよ。そういう危機感持って取り組んで

もらわないと.幾ら定住って格好良いこと言ったって、店屋さんがなくて買い物もできないのなら、

そこに住む人誰もいなくなるんですよね。今いる人がもう大変な状態に陥っているわけですからね。

根本的なそういう方をきちっとやっぱり鑑みた形の中で、商工振興対策。町長よく公共財として言

いますけど、公共財にするんであれば、これから１件たりともやっぱりこれ以上辞める店屋さんが
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出てくるようなことはあってはならないような気がするんですよ。最低限きっと恐らく、清里で必

要な部分で残された店屋じゃないかなと思うんですよ。そのことを含めてよく検討をよろしくお願

いしたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただいま勝又議員のほうからご意見いただいたとおりです。基本はまずそれぞれ商店街の方なり

商工会なりが主体的にどういう政策が必要か、どういった事業によってという部分を主体的に考え

ていただくというのがベースになろうかなというふうに思いますが、それと合せて、当然町として

も今まで言われたことを検討するではなくて、自分の町からもこういった部分で、今御意見いただ

いた町長からも町の公共財としての意味合いも含めて、どういった支援をしていただけるのではな

いかという部分も町からも前向きに進めてまいりたいというふうに思っておりますんで御理解を賜

りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 次進みます。２目観光振興費、９３から９５ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ９４ページの中ほど神の子池維持管理の部分で臨時職員の賃金が２４万６千円とありますが、昨

年は１５万６千円ということで、この臨時職員の仕事の内容っていうのはどんなものですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 神の子池維持管理賃金の仕事の内容ということと思いますけれども、基本的にトイレの清掃。そ

れから周りの清掃なり草刈り等々を行っております。上昇分の関係でございますけども、近年その

神の子池に入られる方が多いということで清掃なり草刈なりという部分は若干増やしております。

５月、１０月については、９日間、６月から９月については１５日間、周辺の環境を整備していた

だきますというようなところで積み上げた部分が神の子池２４万６千円の賃金ということになりま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 昨日からも話が出ていますけれども、神の子池、さくらの滝、ただ景色を見て通過しているだけ

の観光地になっているということで、何か良い方法はないかという部分でいろいろ考え方が及ぶと
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ころですが、せっかく臨時職員が何日間いるというふうになれば、それをうまく利用して可能かど

うかわかりませんけれども、パンフレットの配布ですとかあるいはパンフレット置き場をつくって、

パンフレットを整理するですとか、できれば配ってあげるのが一番良いんですけども、そのような

業務も、もし出来るんであれば他の観光地、例えばパパスですとか、パークゴルフですとか町内の

いろんな良いところを紹介できるような形で足を延ばしてもらうような仕掛けづくりにつながるよ

うな取り組みが臨時職員を通じてでもできれば良いのかなというふうに思うんですけども、可能性

はどうでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 臨時職員が清掃なり、草刈り等で神の子池に行った際にということと思うんですが、現実的に作

業をしている中で、パンフレットを配るなり観光案内ということになるとなかなか難しい部分なの

かなというふうに捉えております。今後神の子池について、阿寒国立公園に編入になるというよう

な予定でもございます。そういった部分を加味しながら、そういった動向も踏まえながらトイレや

そういう周辺の整備につきましても早急に検討してまいりたいと考えておりますし、その中で、例

えばそういった環境整備やトイレ整備した中でパンフレット置き場とかそういったところが可能で

あれば、そういった所も十分に中で検討してまいりたいというふうに思っておりますので、もうし

ばらく時間をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 トイレの清掃等も非常に大事な仕事ではありますが、今言ったような他にも行ってもらえるよう

な仕掛けとして臨時職員等を使っていくという方法も考えられると思いますんで、神の子池に関わ

らず、裏摩周にもお願いしている人がいることですし、他のところにもいろんな可能性があると思

いますので、その辺の検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 昨日の町長の一般質問の中でもありましたように、神の子池だけではなくて神の子池からも町に

回ってもらって周遊できるような仕組みづくり、そういった部分のＰＲ等々も含めながら臨時職員

さんができるかどうかは別としても、全体を踏まえて観光振興をなるべく早い段階で１つでも２つ

でも実務として整備できるようにしてまいりたいというふうに推進してまいりたいということです

ので、ご理解をいただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 神の子池の話でありますけども、確認したいと思うんですが、今後阿寒摩周というふうな名称変

更になりますけど、この管轄が国のほうになるということで、理解しております。こうなった時に

現在の神の子池のトイレ自体が、今のトイレからしっかりとしたトイレに整備要請していくつもり

なのかどうか。お伺いしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 阿寒摩周国立公園に神の子池が編入となれば、当然一番最初に気になるのはトイレかなというふ

うに思います。例えばそのトイレを改修立て直しするにはどういうふうになるかということござい

ますけども、１つとしては今環境省の方で進めております満喫プロジェクト。このプロジェクトと

いう環境省の事業が、阿寒摩周国立公園にも該当となっています。この満喫プロジェクトの中で、

トイレの改修を建てかえをしていただく可能性がございます。ただ、これについては可能性という

ことでかなり厳しいのかなというふうに思っております。 

もう一つの方法としては今回、編入になったことで、国立公園にかかわる補助金がございます。

これについては、国立公園内のそういうトイレだとかの改修に関しては２分の１の補助事業はござ

いますので、そういった活用も可能になっていくのかなというふうに思っておりますんで、いずれ

にしても財源的にも節減する中で有効的な施設、設備についてなるべく早い段階で検討してまいり

たいと思っておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今問題に関しては日本でもっとも美しい村連合に加盟したことによりまして、多少なりとも交流

人口が増えるということを見込んで、神の子池を訪れる方も８万人とも言われておりますけども、

それ以上の状況も考えられることから、ぜひそういった整備を念頭に置いてやっていただきたいと

いうふうに思います。それと、斜里岳の方に関してなんですが、観光協会補助の中で、斜里岳の登

山道に対して９７万３千円という予算もつけられております。どの程度の修理なのかちょっとお伺

いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 斜里岳の登山道の整備ということでございますけども、この整備につきましては平成２８年度も

行っております。中身につきましてはいわゆる現在の登山道の形状なりを変えない中での整備とい

うことで、例えば穴があいたりしたら、周辺の土なり石なりを利用して、自然的な方法で直してい

くというような形で進めていきたいというふうに思っておりますんで、これにつきましては今年１

００万円を予算計上したんで、新道がすべて熊見峠まで直るかということになるとなかなか難しい

部分もありますけども、ここ数年をかけて少しずつ、今申し上げました自然的な工法によって直し

ていきたいと思っておりますんでご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 形状を変えないでやっていくということで今聞きました。一昨年ですか、このように１００万円

の予算をつけていながら、実際使わなかったということがありまして、こういうふうに予算をつけ

てやっていくならば余りひどくなりますと、この程度の金額で済まなくなります。毎年予算がつけ

られたのであれば、毎年のように少しずつでもやっていきながら改善していてほしいというふうに

私は思っております。 

それと最後にもう１点聞きたいんですが、緑のフェスティバル実行委員会の補助が１９２万８千

円ついておりますが、長年やってきた事業でありますが、１部緑の方にも御協力をいただいており

ます。見ていると主に役場の方が中心になってやっているお祭りにも見える部分もあります。マン

ネリ化しておりまして、人の往来が数年どうなのか、天候にもよりますが、そういうふうに感じて

いるところもありますが、その辺を踏まえて今後どのような考えを持っておるのか、ちょっとお伺

いしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず２８年度の登山道の整備でありますけども、２８年度については、約８０万ほどをかけて整

備をしています。ですから２９年度につきましても１００万予算計上していますけども、これに近

い整備を行ってまいりたいというふうに思っておりますんで、ご理解賜りたいと思います。 

それから緑フェスティバルの関係でございますけども、緑フェスティバルにつきましては自治会

等の協議によりまして今の段階では、平成３０年度をもって緑フェスティバルとして一応の区切り

をつけたいというふうに自治会とも協議は進めているところでございます。あと２カ年ということ

になります。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 



181 

○３番（河口高君） 

 １つ確認させてください。知床観光圏協議会事業費の中で昨年度負担金というのがあったんです

ね。これは無くなったのは何か理由がありますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 知床観光圏の関係につきましては昨年等の事業が一部実施していない部分がございまして、いわ

ゆる繰越金があるということの中で各町村の負担金はなくても、平成２９年の事業ができるという

ことで、負担金はございません。 

 

○議長（田中誠君） 

 それでは次に移ります。 

 ３目オートキャンプ場費、９５ページから９６ページ。河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 オートキャンプ場についてですが、一般質問中でも体験型観光の一番のメインになるのかなと思

うんですので、さらにこれについてはいろんなアンケートがあるんだと思うんですけども、そのア

ンケートの中にいろんなアイディアなのか意見なのかあって、それが上手に利用客の拡大につなが

る部分もあるかなというのを聞きました。それは多様な方がどんどん観光客として来られますので

ここをどうやって拡大するのかという工夫を事業拡大部分でさらに研究していただきたいなと思い

ます。この予算編成でなかなか出ないだろうと思います。更なる支援をやって事業拡大を目指して

いただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

オートキャンプ場の関係でありますけども、近年そのレジャーの多様化に伴いまして、またはそ

のオートキャンプ場の全国全道の乱立におりまして、なかなかオートキャンプ場を利用していただ

いく方々が伸びなやんでいるのは事実です。さらには清里町には、近くに道の駅パパスがありまし

て、そこにキャンプキャンピングカーを停めて過ごすというような方も見受けられて、なかなかレ

ジャーの多様化や施設の多様化によって、オートキャンプ場を利用していただくことが少ないとい

うことが現実なのかなというふうに思っております。だからといって拒む部分ではなくて、新たな

取り組みとして原課の中でも模索しているところでございます。例えば子供たちの学校の野外活動

で使えないかとか、いろんな部分がございます。さらにはふるさと納税の返礼品としても、キャン

プ場の宿泊券を今検討しているところでございますし、どういった部分がその中の拡大でお金をか

けないでできるのかと。お金をかける部分をかけない部分も含めながら検討してまいりたいと思っ

ています。 
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○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 このキャンプ場っていうことについては、いろんな角度から研究していただきたい。特に観光で

来られる方と同時に町民が使わない。やっぱり町民が自分のところを体験する工夫、これは何とか

どういう形であるか別として、この部分大事なのかな。そういうところの予算組みもしていかない

となかなか進んでいかないんであろうと思いますんで、ぜひこの辺も含めて、次にパークゴルフ場

がありますが、いろんなことの創造的な活用ということでさらに視野を拡げていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 キャンプ場のみならず、他の施設の町民利用の推進にただいまいただいた御意見参酌しながらで

すね。この後検討してまいりたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目江南パークゴルフ場費、９７ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 パークゴルフ場の使用料が２７年、２８年比べるとおよそ５０万ぐらい少なくなっている状況で

すが、これどういった根拠となるのか。ちょっとお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ちょっと細かい数字は持ち合わせませんけども、２７年度は北海道で最大事業のＪＡＬカップ大

会がございましたので、大きな要因かなというふうに思います。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ＪＡＬカップがあったから多少増えていたのかなと。今、少ない金額になったのを見て、江南の

パークゴルフ場だけなくて、今うちの町では４つパークゴルフ場があるわけですが、日常的にパー
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クゴルフ人口が年々減っているのかなというのは、感じるんですよ。お年寄りたちが少しずつパー

クゴルフから離れているのかなと見えます。江南のパークゴルフ場も少ない金額をみると、今後清

里町のパークゴルフは４カ所もある。その全てをもう一度ちゃんと見直したほうが良いのか。持っ

ていればお金もかかりますし、札弦のパークゴルフ場もそうですが、維持管理をするってことは大

変な面もあります。その辺もうちょっと十分考えていただきたいなとあります。それと江南パーク

ゴルフ場はシルバーセンターが草刈業務に関しては委託しているわけですが、これもこのままのス

タイルでやって行こうと思っているのか。また草刈りに関しては、指定管理してやっていこうと思

っているのか、その辺ちょっと考え方をお聞きしたいです。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 御指摘のとおりパークゴルフ場についてはシルバーセンターの維持管理ということでやっており

ますけども、昨日来から江南を一体とした観光政策の部分もございます。そういった部分を含めて

今後シルバーセンターも含めながら、どういった管理運営体制にするのかということもなるべく早

い段階で検討してまいりたいというふうに思っております。 

補足になりますけれど、先ほど江南パークゴルフ場を推進するために、今行っている分で行くと

団体利用をしていただけるとコンペの景品として焼酎をお渡ししているっていうようなこともやっ

てございますし、そういった部分も含めながら、他のパークゴルフ場の利用もありますけども、引

き続き団体や町内の方々に利用していただけるように推進してまいりたいと思っておりますのでご

理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかよろしいですか。なければここで説明員交代となりますが質問漏れがありますか。暫時休憩

します。 

 

休憩 午後 １時４４分 

再開 午後 １時４６分 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を開きます。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費、９７ページから９９ページ。勝又武司君。 

 

 

○６番（勝又武司君） 

 道路橋梁費、道路修繕の関係のことなんですけれども、除排雪して春になれば、除雪業者に委託

しているからという部分もあるんですけど、意外にその看板が壊れていたり、道路の側面が結構そ

ういうものがめくれたり、それが相当毎年のように修理が出てくるのかなと思っていますけど、委

託業者の人には申し訳ないんですが、少し気をつければきっと壊れないような形の除雪も結構そう

いう看板やポールの破損が結構目立つので、ちょっとその点について解っておられるかなと思いま
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すけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 今お話ありました指定管理で、除雪をやっている関係で、たまたま壊れるものはあります。壊れ

たものに関しては、やっぱり指定管理の中で責任を持って直していただいている部分もあります。

気づいたものは指定管理の方で直しますし、中にあった広いエリアですから、解らない部分は直接

電話をいただくこともあります。それに関しまして指定管理の方に伝えて直すようにしております。

雪の中での作業ですので、見えなくてなかなか難しいなという部分もあると思いますけど、それは

割り切って壊れたものに関しては直すようになっていますし、気づかないというものがあれば、私

どもの方でも指摘して見直しをしてきてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 業者の方に直してもらうということであるんですけど、今ちょっと道路の縁のことなんですけど

水流しが舗装の脇にあるんですけどね、除雪でめくれるんですけども。ただ最初からないほうが良

いんではないかと思う部分もあるんですよね。水がそこへ来たら困るってことで取りつけているよ

うな部分は別にしても必要でなければ、ない方が除雪の邪魔にならないんじゃないかなと思うよう

な部分もありますので、少し改良をされたらいかがかなと思うんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 取りつけ道路から水が入るっていう御指摘を多く受けまして、その後に関しては取りつけ部分を

舗装であげるということを毎年やっています。ただ今ご指摘あったとおり、それを除雪で壊してし

まうという現実もありますので、基本必要なものとして壊したものは復旧しますが、もともと必要

でないというふうに判断されるようなものがあるのであれば、さらに検討して復旧をあたっていき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

ほかがなければ次に移ります。 

 ２目道路新設改良費、９９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 
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 ２項都市計画費・１目公園費、１００ページ。 

  

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３項住宅費・１目住宅管理費、１０１ページから１０２ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目住宅建設費、１０２ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ここで説明員交代となりますが土木費全般にわたりまして質問漏れがありませんか。 

 ここで説明員交代となりますので暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５１分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩時間中に、消防費の質疑を行います。 

 ８款消防費・１項消防費・１目消防費、１０２ページから１０３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ終わります。 

  

再開 午後 １時５２分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ９款教育費・１項教育総務費・１目教育委員会費、１０３ページから１０４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目教育諸費、１０４ページから１０６ページ。伊藤忠之君。 

 

 

○１番（伊藤忠之君） 

１０５ページの通学支援事業費の中で小中学生遠距離通学費補助。この補助対象は学校間の距離

なのか、バス停からの距離なのかお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの遠距離通学補助の関係でございますけども、家から学校までの距離が片道３．５キロ

メートル以上の保護者が対象となります。またバス停までについても３．５以上ある場合も対象と

なりますので、距離３．５キロメートル以上が対象になってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今の課長答弁になりますと学校間からもバス停からもどちらも３．５キロなんですか。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 大変失礼しました。小学生につきましては小学校、学校から３．５キロメートル以上。中学生に

つきましてはバス停から３．５キロメートル以上の保護者が対象というふうになります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 もう１つ確認の意味をこめて聞かせていただきます。この中で小学校、中学生もそうですが、通

学バス利用者もこの中に含まれているのかお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 通学バスと先ほどの遠距離通学補助の関係かなというふうに思いますけども、小学生に対しまし

ては遠距離通学対策としまして、遠距離通学補助のほうを基本としてございます。平成２３年度か

ら学校の統合に伴う措置としまして、江南それから新栄の子供たちについては、中学校のスクール

バスに乗車することが出来るとしてございます。また中学生に対する遠距離通学対策としましては、

こちらはスクールバスの方を基本としておりましてバス路線がなくてバス停までの距離が３．５キ

ロメートル以上の生徒につきまして対象としているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今の答弁でいきますと私なりの個人的な意見になっていくんですが、中学生の場合はバス停から

３．５キロでバスに乗れない子もいる可能性もあるんですけども、そちらの方に小中学生遠距離通
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学補助が出ているのは十分に納得できる話なんですが、小学校の方だと学校から３．５キロとなり

ますと路線バス及びスクールバス。例えば家から１００メートルも離れていないバス停があり、そ

こで乗れるので、そのバスにも乗る。その部分の支援も実際に受けているわけですが、さらに今言

った遠距離通学費補助ダブルで重なった形で支援を受けているという形になると思います。例えば

バス路線が自宅近くを取っていない場合。それですと学校から３．５キロからという意味はわかる

んですが、その上でどうしてもいろいろな御家庭のほうからこれはかなり不公平なんじゃないかと

意見もお聞きしているわけですけども、その辺どのように考えていますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 今の質問でございますけども、特に小学校の部分の関係かなと思いますけども、これにつきまし

てはあくまで江南新栄が統合になった時の措置ということでございまして、あくまでも中学校のス

クールバスということでおさえているということで、現在実質的には先ほど言ったとおり、バスに

乗車ができまして補助を受けられるというような実態がございますけども、先ほど言ったように中

学校のバスということで御理解をいただきたいなというふうに思います。 

昨年たしかこの予算の審議の中でも御質問があったのかなというふうに思っておりまして、今後

のあり方を検討が必要だということがございました。内部で検討しておりましたが、御承知のとお

り緑町小学校、それから光岳小学校の統合というようなことが現実的に近い将来予定がされている

ということもありまして、平成２９年度末からですけども平成３１年度に１校になりますので、そ

れに向けてバス路線の見直しとあわせまして、この遠距離通学補助も併せて見直し準備作業を行っ

ていきたいなというふうに考えてございます。それから先ほど距離の関係を言いましたけど、中学

生のバス路線が走ってないところについてはバス停までではなくて学校まで３．５キロ以上ある者

については対象に一部なっているということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 最後の中学校の関係もう一度お願いいたします。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 向陽美里のところでしょうかね、そこについてはバス路線が走っていませんのでバス停まではな

くて学校までの距離３．５キロメートル以上あるかと思いますので、そこの方についてもこの補助

の対象となってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君） 

 このバス路線が達していない地域ということなんですが、分け方なんですが、向陽美里とおっし

ゃられましたよね。それ以外はバス路線が走っているっていう解釈でよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 先ほど言ったとおり、学校までの距離が３．５キロということでバス停も近くにないということ

もありまして、その場合については学校まで３．５キロ以上は対象ということになってございまし

てそれ以外の方についてはバス停までの距離３．５キロ以上が対象というふうに思ってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 申しわけないんですが、向陽美里とおっしゃったわけですけれども神威とか例えば川向ですとか、

そういう地域はどうなっているんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 川向とかの関係につきましてもバス停まで３．５キロが対象となってございます。それから一部

神威の方も直接といいますか学校の方に行かれている方、バス停よりも学校までの方が近い方につ

きましては３．５キロ以上ある方については神威の方も一部対象になっています。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 理解いたしました。それで先ほどのその前の課長答弁もございましたけども、中学校のバスだか

らという理由で分けるのは簡単なのかもしれないんですが、もう少し柔軟性を持った現実的にお金

がかかってくる予算の部分なんで、これは中学生用のバスでそこに小学生が乗っているんだから、

小学生は対象外ですよねとか、そういう分け方ではなく、町にとって十分な上手い予算の使い方と

いうかも考えていただきたいとともに、先ほどおっしゃった緑小学校及び光岳小学校が平成３１年

予定ではその頃までにはという話だったんですが、そこまで待たずにできることから一つ一つ検証

していくことも大事なのではないかなということだけ申し添えまして終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま伊藤議員から今言ったことも含めまして２９年度からバス路線の見直しも含めて、また

この遠距離の補助も含めまして総合的に検討も進めていきたいというふうに思ってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今の関連で確認しておきますけども、先ほど課長の方から緑と光岳が統合になる時点までに統一

していくという見解があったんですが、今の答弁は２９年度中にその協議を初めて３０年からスタ

ートするということでよろしいのか。基本的にずっと統合してからの協議だということは理解して

いるんですが、１度監査でもちょっとあったと思うんですね、いろんな意見の中で統合するという

ふうに決めたということの中では、統合したときに小学校１年生が卒業するまでは同じ支援という

形もやむを得ない部分もありますよねっていうこともあった気がするんですが、そういう意味では

ある程度理解がつくんですが、合併したときの生徒がもう卒業されるという状態に入ったのかなと。

そういう形から考えてもさらに統合が来年、再来年になっていくときに、その時点でなくても改善

すべき項目について内容については、将来の統合を見据えた内容に沿った形での修正なり改善とい

うのは必要だと思うので、その辺もう一度含めて答弁をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 通学支援通学バス運行と遠距離通学補助の関係でございます。ただいま加藤委員お話しされまし

たとおり、今後、緑町小学校が２９年度、光岳小学校が３０年度末ということで、準備が進めてお

ります。その上で、２９年度に通学支援体制全般を全町的に見直していく必要があるというふうに

認識をしているところでございます。 

加藤議員ご指摘のとおりすでに江南新栄も統合から６年経過していることで、現体制をいたしま

してスクールバスの江南新栄線。そして全体で３本の運行を３路線運行しているところで、バスは

２台体制でそういう体制での運行をしている中で、２９年度におきましては、この体制を緑町小学

校のみの統合ということで、３０年までにつきましても現行の体制を基本とした対応をして行かざ

るを得ないというふうに考えております。この２本のバスの運行体制におきましては、江南新栄小

学校の児童に対する経路につきましては、現状を維持せざるを得ないだろうというふうに考えてい

ます。その中ではそういった同じ運行体制におきましては、従来のどおりの支援が必要というふう

に認識をしておりますので、全体的な運行体制が整うまでの間は現状の支援補助体制をとってまい

りたいというふうに考えているところです。 
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○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 その辺は理解するんですが、伊藤議員が質問させた部分で、その重複されるような環境がある場

合、改善できる項目あるとすれば、その部分をきちっと要綱で正していくべき。３．５キロある人

が３．５キロでバスを利用するのか、あるいは同じように送り迎えするのかというこの辺の調整も

きちっと整理されていかないと、いろんな問題やトラブルがその地域内で起きる可能性もあります

んで、この平等というのがどこまでかとは難しいんですが、特に小学生問題のこの部分では行政の

都合じゃなく、それを利用する人の立場、そして父兄の立場に立ってどういう方向が良いんだろう

かと。ただ、もうひとつ考えていく中で大きな問題が今後あるなと思うのは、通学時間。特に緑か

らここへ来る子、江南から来る、新栄から来る。同じ生徒の所要時間の問題。確かに経費の問題で

２台で維持したい状態もよくわかるんですが、その部分を含めたとき、特に小学生の低学年こうい

うものに対して、１時間も前に家を出ないとならない、あるいは３０分、いろいろな問題がある。

特に教育です。こういう大変な部分がありますので、そういう部分を考慮した中で、このバス交通

機関に関しても協議を重ねていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただいま加藤議員ご指摘の通り、児童生徒の通学の安全確保という観点に立って、光岳、緑町小

学校が清里小学校に統合して、清里町小学校１校体制となるということを前提とした全町的な見直

しということで、執行方針でも申し上げましたとおり２９年度中に作業を行ってまいる考えでござ

います。それにあたりましては、時間を経路車両の台数につきましてもすべて含めて検討を重ねて

まいりたいというふうに考えておりますので、ご協議をさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 学校管理費運営事業費の中の学校医等報酬とその学校医の委託料と２つあるんですね。学校医を

委託しているのだと思いますけど、学校医等報酬となっていますから学校医のみでないのかなと。

説明をお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 まず１０４ページのところにあります教育諸費の学校医等報酬６９万円の関係でございますけど

も、これについては、学校医等となってございますけども、実質には学校歯科医の報酬と学校薬剤

師の報酬ということでご理解を頂きたいと思います。表現が学校医等となって過去のままずっと来

ているということで、ちょっと申し上げませんが御理解していただきたいと思います。それから委

託の中の学校医委託料については学校医委託料ということで、現在は清里クリニックの齋藤院長の

ほうと契約結ばせていただいておりますけども、それに伴う委託料ということで御理解をいただき

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 関連質疑になると思うんですけど、今、学校医という括りが薬剤師、歯科医そして学校医あるん

ですけども、そうすればこの業務委託料、健康診断、そして児童生徒等健康診断業務委託料。これ

はすべて従来どおりであれば、清里クリニックには従来どおり支消していたということで理解して

よろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 この学校医委託料につきましては、現在清里クリニックの支出をお支払しているということでご

ざいます。なお学校医等と先ほど言った報酬でございますけども、過去個人の病院と結んでいた時

に、この学校医等の中の報酬というところで支消しておりましたが、個人経営から法人の経営にな

った時に報酬から委託料という形になって現在まで、この委託料の中で支出をしているというよう

な状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 細かい話で恐縮なんですけども、報酬と委託料はその課税区分は多分違うんですね。給与として

もらえればそれは給与費って形になるんですけども。確認なんですけど特別職公務員の報酬及び費

用弁償条例が当町にあって、この中に学校医という括りがない。報酬規程の中に。これは特別職公

務員に該当するのかしないのかというところで。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 
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○４番（前中康男君） 

細かい部分は良いですけども、適用のその項目を報酬ということであるならば、やはりきっちり

と歯科医報酬。学校医報酬。薬剤師報酬とそういう形で区分してください。委託料となるとクリニ

ックさんへの委託料ということですね。あくまで業務委託ですから。ドクターに対する委託では無

い。報酬なのか給与なのかというのがありますし、業務委託になれば法人としての委託料を払う分

けですから。そこは個人と医療法人として支出するわけですから、そこら辺の認識を持っていただ

きたい。児童生徒等の健康診断という括りで見てはいるんですけども、この健康診断年何回あるん

ですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 学校医の業務の中の業務については内科検診が1回行っているところでございます。歯科健診に

ついても１回ということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 指摘したいのは、今回町の中で医療支援という形でクリニックさんに支援を出したと。今回そう

いった中で、今ここで改めて学校医の委託料、あるいは報酬という形で出ています。全く目的が違

いますけども、その辺をどう捉えるかは今後の中の課題なんですけども。本来、学校1校に対して

学校医報酬がいくらと算定基準としているんですけども、今学校医が幾らとか聞きませんけども３

校、例えば中学校１校、小学校が２校の中から支出していると思うんですけども、そこらへんを今

後どう捉えるか、きっちりと考慮して考えていってほしいなと思うんですけれども。今答えを出せ

とは言いませんけども、その辺もう一度精査しながら進めていただければと。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 今議員に言われたことを総合的に精査をさせていただきたいなというふうに思ってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。次に移ります。2項小学校費、１目学校管理費から2目教育振興費まで一括質

疑します。１０６から１０８ページ。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君） 

学校管理費、小学校施設管理事業費１０７ページの方になると思うんですが、一番最後の器具購

入費２６9万2千円。これはまず何なのか、お聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 これにつきましては、憩いの広場ですね。草刈機にかかる経費でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 審議資料の方で３９ページなんですが、清里小学校前の憩いの広場と学校周辺のための芝刈り機

導入により、学校の環境美化の維持と効率的な管理を行うと。項目がガーデントラクター及びグラ

スキャッチャー各１台となっているわけですが、今までいこいの広場はどういう管理を行っていた

かってことをまずお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 いこいの広場及び学校周辺の草刈りにつきましては、今までも乗用タイプの草刈機を使っており

ましたが、かなりの年数が経ち、今回更新をするということで、この経費を計上させていただきま

した。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 完全に把握はしてないんですが、例えば今言った芝刈りトラクターとなんですけど、憩いの広場

とはそこの周辺だけで使っている専用の芝刈りなんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま購入を予定しているトラクターにつきましては、清里小学校周辺、それからいこいの広

場で、専用に使う予定の草刈り機でございます。 
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○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 この意見が正しいのかどうか、僕もよく解らないままに質問させてもらうんですが、いろいろな

部分で例えば効率的にこの町で持っているほかにある芝刈りトラクターってモトエカ広場ですとか

いろんなところで使っています。緑ヶ丘公園はまた所有している部分が違うと思いますけれども、

町で所有している部分で、例えば近くであれば、行き来とかしながら、一個一個の場所にこれを整

備していく、導入していくのではなくてということを考えてしまうのですが、そのへんは如何でし

ょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 草刈り機の関係でございますけども、モトエカ広場等でも草刈り機の方はございますけども、や

はり時期がある程度重なってしまうということもありますし、それで管理の中で草刈機についてそ

れぞれのところで持っているところでございますけども、近いところで当然機械を借りたりとかと

いう部分については、それを調整しながら草刈の方も業務的には行っていきたいというふうに考え

てございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 確認いたしますけれども、今回ここで憩いの広場用芝刈りトラクター導入するけれども、今後例

えば今言ったモトエカ広場とかで使用されているような芝刈りトラクターは更新ではなくて、お互

いに上手く利用してそこは何とかなるんでしょう。その部分でやっていくのかって確認させてくだ

さい。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの草刈り機の兼用の関係ございますけども緊急的な場合については兼用も可能かなとい

うふうに思いますけども、それぞれの草刈面積、モトエカ広場にしろ、学校周辺にしろかなり広い

面積ということもありまして、なかなか常時兼用するってなかなか難しいかなというふうに考えて

おりまして、それぞれところで機械を整備しながら環境美化を図っていきたいというふうに考えて

ございます。 
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○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ちなみになんですが何日おきぐらいに刈っているんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 夏の時期はほとんど毎日のように刈っている状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 解りました。毎日必要なのかどうなのかがちょっと解りませんが、そのように使っていくという

ことなので、今後、こういう新しい機械を導入する時は効率よく考えながら使用していただきたい

なと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 私も過去にこの質問をしたことがあるんで、もう一度確認というか提案というか協議を重ねて欲

しいなと。特にこの草刈りに関してはいろんな問題があるわけです。 

そして今後、緑小学校、光岳小学校閉校になる。草刈り要らんのかって言ったらそんなわけでも

ないんだけど、どうしていくかという問題も当然に出てくるわけです。特に学校関係でこれから統

廃合が進んでいくと決まっていく中では、草刈機だけじゃなくてすべての部分について、合理的な

方法で考えていかんならんという部分が、まずあるということ。草刈に関しては物すごい膨大な各

部署がやっている現実の中で、そしてこれにかかる営繕も非常に多いと。こういう部分ではある意

味では本当に行財政改革推進の中で、ある意味ではこれを業務委託や指定管理やそういう形の中で

課を超えてそしてできれば整備工場まで組み込んだ形の業務委託指定管理。このことによっての効

率化が図れないのかと。この問題を真剣にちょっと考えてみる必要がある時期に入っているのかな、

このように思います。その要素の中には働く人、そして安全の問題いろんな部分でそこには入って

くるかなと思うんで課を超えて協議を進めていっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの質問でございますけども、教育関係につきましては先ほど答弁したとおりというふう

に思いますけども、今、加藤議員が言われたこと含めまして、当然行政としましては効率的合理的

に考えていかなきゃならないというふうに考えておりますし、学校関係つきましては、緑、それか

ら光岳小学校が閉校になるということもありますので、草刈というだけでなくてですね、いろんな

面でそういうこと含めて、効率的なことができればというふうに思っとりますので検討をしていき

たいということございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今、緑小学校の話が出ましたんで、１点だけ、その関係で、山村留学関係で今回も需用費という

形でております。長年にわたって緑小学校は山村留学を取り入れて、小規模校の維持存続に多大な

る御尽力をされまして聞くところによりますと２９年度に向けて中止しない。１年間限りでも募集

をしていきたいと話が聞いていますけども、それに向けての支援という形で今回この金額の計上で

理解してよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 平成２９年度で緑地域の山村留学推進協議会補助６２万５千円を今回計上させていただいてござ

いますけども、本来２９年度は募集についてはしない予定だったんですけども、緑町小学校の方で

欠学が出る学年について何とか児童の方を確保したいということがありまして、山村の方で来てい

ただくことが決まりましたんで、それに伴う経費ということで今回この額を計上させていただいた

わけです。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 新入学の山村でそういう形で動いているんだと話しは聞いていたんで、今説明の中で、ここで新

学期から入ってくると。 

それとここの中での話かちょっと解りませんけども、閉校に向けての式典等々の関係があると思

うんですけども、これは補正で組むのかちょっとわかりませんけども、その辺について考慮されて

いると思いますけれども、どういう形で実行するかはわかりませんけども、もし今の段階で、いろ

んな要望があるのか無いのか。そこらあたりも含めて答弁お願いいたします。 
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○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 小学校の閉校にかかる分かなというふうに思いますけども、現在のところ、自治会地域のほうで

協賛会を組織しまして早い段階から協議を進めているところでございます。閉校に係る式典につき

ましては町が主催になるのかなと思いますし、その後の過去も新栄とか江南でもありましたけども、

思い出を語るような会の方ついては協賛会が開催をして行う予定ということで進んでおります。ま

たこの統合にかかる式典等に係る経費については6月補正等で考えていきたいというふうに思って

いるところでございます。なお今のところ閉校式典、語る会につきましては１１月にやりたいとい

うことで今地域の方と進めているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

 ３項中学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑します。１０８ページから１１

０ページ。無ければここで、２時４０分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 2時３２分 

再開 午後 2時４０分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。先ほどの学校医の件について。説明お願いします。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 先ほどの学校医への報酬の関係でございますけども清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支

給条例の中に法令、条例によるその他の委員ということで、予算の範囲内で町長が別に定めるとい

うことがありまして、学校につきましては学校保健安全法の法律に基づきまして報酬の方支払って

いるということです。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 それは解った質疑の中で、やはりその項目も設けたらどうでしょうかって提案ですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

 ４項社会教育費・１目社会教育総務費、１１０ページから１１１ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目生涯教育費、１１１ページから１１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３目生涯学習総合センター費、１１３ページから１１５ページ。村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 生涯教育費の１１３ページ。文化連盟補助ということで、64万8千円ですけども、昨年が７４

万8千円。これ１０万を減額されているわけです。どういう理由だったのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 昨年が１０万円、多いのは文化連盟の記念誌の経費１０万円を上乗せしまして、今回については

昨年と比べて１0万円減額となってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 現在文化連盟の加盟団体は何団体ありますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 大変申し訳ありません。今現在文化連盟団体の団体数が載った資料を持ち合わせしておりません

ので後程また答弁したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 私も 1 団体に加入させていただいた経緯もあるんですけど、年に 1 回の文化祭が開催されるわ

けであります。話も聞きますと終わったあとの交流、打ち上げと言いましょうか、昔の話でいうと

実際そういう経緯があったんですよ。現在は２年前でしたか3年前でしたか１団体、一人５００円

という形の中で交流会が開催されたこともあった。現在それは行われているんですか。 
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○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○８番（村島健二君） 

 先ほどの文化連盟の加盟している団体でございますけども、現在２４団体でございます。なお文

化祭最後の懇親会というか、交流会につきましては現在は行われていない状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 ２４団体というんですけども当初記憶では、活動費が助成されていて、私の記憶では1万円だっ

たですが、現在年間の活動費は５千円でしたか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 各団体に出す文化活動費でございますけども、町の方から文化連盟補助という形で行っておりま

して、文化連盟の方が各団体の方に活動費ということで支出をしているのかと思いますけども、団

体の決算書を見させていただきますと１万８千円の団体が３つ、２万３千円の団体が２１団体とい

うことになってございまして、なおこの活動費につきましては、たしか会費を差し引きした形で支

出しているのでないかなと思っているところでございますけども、今現在はそのような形で支消さ

れています。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 今のお話ですと単位団体は一定じゃなくて、ばらばらの形でやっているんですか。１団体もらっ

た経緯もあるから申し上げているんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○８番（村島健二君） 

 文化連盟の団体の基準まではちょっと押さえていませんけどもそういうことでちょっと御理解を

いただきたいなというふうに思います。 
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○議長（田中誠君） 

 ほかよろしいですか。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 １１５ページ。生涯学習活動車運行事業費1千350万円。生涯学習活動車運行業務委託料とい

う形で出ているわけですけれど、何のことなのかよく解らないので、お聞かせください。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 生涯学習活動車運行業務の関係でございますけど、これについてはバス社会教育関係団体等が研

修等で使うために町民の方等が利用できるバスの経費となってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

他がなければ次に移ります。 

 ４目図書館費、１１６から１１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費、１１７ページから１２０ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

１１８ページの野球場管理運営事業費の中に、これは修繕料ということで、わずか5万円なんで

すけれど、これはどこを修繕するのか。ベンチを直すのか。どうでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 この修繕料５万円につきましては、野球場に係る通常の軽微な修繕の経費でございます。 

 

○５番（池下昇君） 

 軽微なということで、5万円なんでしょう。実は聞いたところによりますと、ベンチが相当傷ん

でいると聞いています。ここら辺に関しては修繕をするという計画が無いでしょうか。 
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○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいま御質問の野球場１塁び3塁のベンチの関係でございますけども、そこについては確かに

かなり老朽化しているというようなことも把握してございます。またそれ以外につきましても外野

フェンス等バックネット等で、野球場につきましては全体的な修繕が必要かなというふうに考えて

いるところでございます。それら含めまして計画的に年次計画を立てながら、野球場につきまして

は今後整備を進め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。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 危ない状況ではないんですよね、真ん中に支柱が建ったりは見たことあるんですけれど、危ない

ような状況は把握していますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ベンチの状況でございますけども、まだ現在落下の危険性はないというふうには判断してござい

ますが、今後野球場の関係につきましては野球連盟という団体もありますので、そちらと十分に協

議をしながら優先順位等を付けながら整備を進めていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２目トレーニングセンター費、１２０ページから１２１ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 大変恐縮なんですけども、トレーニングセンターの利用実態について、他町から大変好評で近隣

からトレーニングセンターあるいは上のトレーニング器具の利用が高くて、特に冬場は集中してな

かなか町民が実態的に利用できるということがあるんですけども。 

そんな中で利用料金の中で、そこら辺の町民と町民以外の関係というのは、データにそこら辺ど

うなのかなと思いまして。どのぐらいの入込数がもしわかれば。 
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○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 現在町内町外の人数は解りませんけども、平成２７年度のトレーニングセンターの利用者数につ

いては２万５千３８５人。２８年度現在でございますが、２万３千２５人というような状況となっ

てございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 町民と町外の人の区分け。なかなかこれ難しいんじゃないかと現場段階で。本当に公共財の利用

の中で適正な利用料金、あるいはそういった部分でどう運営していくか部分では、厳粛にやっぱり

町民の方々でも利用できないという話もちょっと聞いていますから。そこら辺何か良い工夫、ある

いはシーズン券をもう少し工夫しながら考慮する、このあとにプールもシーズン券等々の仕組みと

いうか、そういう利用料金設定がありますから、その辺今後に向けた料金の設定、町民と町外利用

者の関係、本当にすばらしいということで、これは行政の広域連携で我が町のトレーニングセンタ

ーを大いに利用してくださいと言うふれ込みで活用されれば、また一つ一助になると思います。そ

の辺を踏まえて今後検討課題で。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

ただいまの御質問でございますがお話がありましたとおり、トレーニングセンター、それから町

民プール、またスキー場も含めましてですね。総合的にこの使用料または利用料についてはある程

度見直しも含めて検討が必要かなというふうに思ってございます。利用者の方が利用しやすい券の

発行も含めまして考えていかなければならないと思っておりますし、言われました町民と町外の方

の関係につきましてもですね精査しながら町民が利用しやすい体系を検討すすめたいというふうに

思ってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 できれば町内、町外難しいかと思うんですが、トレーニングセンターの利用者の数が出たんです

が、基本的に上の施設を使っているのかとアリーナを使っている部分というのも把握が非常に難し

いのかなと思うんですが、今後そういう形の中でのデータを揃えた中でちょっと検討協議を重ねて

ほしいと。 
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○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 本日は資料等を持ち合わせておりませんけども、それぞれの部屋ごと、アリーナそれから第１ト

レーニング室それぞれの部屋ごとの利用者状況についてはデータで押さえておりますので、今後ま

たですね。改めて提示できればというふうに思ってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 私も年に 1 回か 2 回しか利用しないんだけど、どこ使いますかっていう記載はないのかなと思

うんですが、把握できているんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 トレーニングセンターに来たときに申込書がありますけど、そこにトレーニングをする部屋とか

利用する部屋を記入するようになっておりまして、それに基づきまして利用者の方です。データな

り把握してきたことでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。 

 ３目町民プール費、１２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ４目スキー場管理費、１２１ページから１２２ページ。 

                                （「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ５目学校給食センター費、１２２ページから１２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

ここで質問がなければ説明員交代となります。河口高君。 

 

 



204 

○３番（河口高君） 

 １０４ページ。コミュニティスクール推進事業費が組まれております。このコミュニティスクー

ルについては、学校組織を確認させていただきたいんですが、評議委員会と地域学校本部は作られ

ている。今ある組織の構成はどういうふうになっているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 今現在学校の管理規則の中で学校評議員を置くことができるということで、各学校に学校評議員

会を設置しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 コミュニティスクール推進事業のスケジュールはどういうふうに今後考えられているのか、今、

緑・光岳・清里と３校ある中で、コミュニティスクールがどういうふうに組まれていくのかという

ふうについてはどのように考えているか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの御質問のコミュニティスクールの今後のスケジュールでございますけども、今年度２

８年度におきましては、学校運営協議会の推進委員会を設置しまして、年４回ほど今年度について

は委員会を開催し、翌年度から２９年度からの学校運営協議会設置に向けまして準備等を進めたと

ころでございます。４月からこの運営協議会を立ち上げる予定でございますが、第１回目の会議に

つきましては５月に開催をしていきたいというふうに考えてございます。なお予定としましては年

３回ほど、この運営協議会の開催を考えているところでございます。 

現在考えている学校の指定でございますが清里小学校それから清里中学校を学校運営協議会コミ

ュニティスクールとして指定を考えてございますが、緑町小学校それから光岳小学校につきまして

は、現在のところで御存じのとおり、緑町小学校につきましては、２９年度末で閉校。それから光

岳小学校につきましても３０年度末閉校に向けてですね、最終協議が行われているところでござい

ます。光岳につきましては学校が小さいということもありまして、今までも地域と一緒に学校に行

ってきたということもありますし、今言ったとおり今後統合が予定をされていることもありまして、

現在で指定を予定しております小学校では、清里小学校の中で緑、光岳の学校との交流事業とも含

めながらその枠の中で、交流関係連携をとりながら事業を進めていきたいなというふうに思ってる

ところでございます。 
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○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 光岳・緑については、コミュニティスクールの基本の中で、地域がどう関わっていくのかは小規

模校ほど出来上がっているだろうと思います。あえて新しいことよりも、もうでき上がって、同じ

ようなことになると思いますけども、統一校になった時にさらに、この辺がうまくかみ合っていた

だければ良いですが、組織ありきの部分。コミュニティスクールの関することを十分にやっぱり理

解しなきゃいけないということだと思います。一番町民がどうやって関わるのかというのは、やは

りどういうビジョンをはっきり明確にするのかということが一番大事なんだと思いますので、我々

何に協力していったら良いのかということを町民が新しい教育の枠組みがスタートするんだという

ことについては、これも少しでも多くの方に理解していただけるような工夫をしていただきたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまのコミュニティスクールの関係でございます。まさに地域とともにある学校づくりの仕

組みづくりということで、今回平成２９年度からこのコミュ二ティスクールを清里小学校それから

清里中学校ともに予定しているところでございます。 

協議会の中で学校が抱えております課題ですとか協議会の中で出しながら情報等を共有しながら

委員会等で審議をし、またそれを町民の方にＰＲしながら本当に地域とともに歩む学校づくりを学

校家庭地域それから町教育委員会も含めまして進めていきたいなというふうに思ってございます。

いずれにしましてもこの事業が順調に推移するよう今後この協議会の中でいろいろ審議をしていき

たいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 統廃合に向けて来年、再来年光岳・緑統廃合をするんですけども、学童保育の関係をどう捉える

のか。なかなか本当に難しい部分なんですけども、閉校に向けての会議の中で、そういう父兄の思

い、午後保育、緑の小学校に通っているお子さん、あるいは光岳に行かれているお子さんの保護者

の人たちは、学童保育はどうして私たちのところは出来ないのでしょうかねって話があるんです。 

そこらでどのように今、すぐ解決はできませんけども昨年もこの話したんですけども検討という

形で空き教室の利用ということも、一時あったんですけどもそれからずっと何にもない中で進んで

います。 

そんな部分でプラネットの利活用中で今後進めて行くっていう話もありますけれども、学童制度

が変わった、１から３年生が拡大されて６年生までなったとなると、本町における学童保育の児童
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数のキャパシティが恐らく６０から７０ぐらいなるのかな。現状の中で大変厳しい。そういう問題

も、多分認識していると思うんですけども、それも踏まえた中で閉校する２校の子供たちに対して

それをどう今後説明するのか、ちょっとそこだけお聞きしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 学童保育の関係でございますが、今議員おっしゃったとおり緑と札弦の関係につきましても、一

昨年からそこの地域で学童保育が出来ないかということで各学校回りながら空き教室等を調べたり

とか、いろいろ協議を進めたところでございます。今回緑、それから光岳小学校の統合も決まりま

してそっちの方向に向かうところでございます。 

現在の学童保育の関係の中で新年度、平成２９年度におきましては、札弦光岳小学校に通われて

いる方も清里の学童保育に来られて申込みが実際ございます。また過去も緑の方が清里の学童保育

に来られた方も実はございまして親御なり家族の方が送らないとならないという状況でございます

けども、そんな中で今の学童保育が進んでいるところでございます。緑札弦につきましては対応が

できなかったということでございますけども、今後清里小学校に統合になったときには一体的に学

童保育が充実した中で出来るようにいろいろと検討を進めていきたいなというふうに思ってござい

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

この場で余り細かい話はしたくはないんです。学童保育をする前提が共稼ぎなんです。そのため

の学童保育なんです。それを送っていくということは、実態もありますけども、本来は両親が勤務

しているから学童保育に委ねる、そこは間違いなく理解しておいてください。それ以上は何も言い

ません。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

ただ今の前中議員のおっしゃったことについては重々承知をしているところでございまして、今

回の光岳小学校の関係で考え方もその辺をお話しながらそういうようなことが送り迎えしてもらわ

ないとならないですよってことを含めて、今回についてはそれでも、学童保育の方で預けたいとい

うことがありましたので、今回受けていただいたところでございまして、今のおっしゃったことも

含めまして、重々承知しながら今後充実した学童保育を進めていきたいというふうに思ってござい

ます。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ちょっと聞き漏らしがあったので、２件ばかりお聞きしたいと思いますが、まず図書等購入費に

関しては１１６ページであります。３７１万円の予算計上されております。毎年のように相当数の

新しい図書購入されているわけですが、購入すると当然場所の問題もありましょうが、余っていく。

当然のことで、この古い本をどのように扱っているのか。教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 図書館の図書購入費の関係でございますが、毎年のように購入を進めているところでございます

けども図書館の方で図書館の資料の除籍基準つくっておりまして、まずはそこで閉架書庫の方に入

れたり、また本を見まして破損とか使えない本につきましては廃棄処理をしながら、この図書館購

入についてはあたっているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 全部が全部後も使えるってことはないと思いますけどもまだまだ使える、見れるような図書も多

分にあるかと思いますので、そういうものに関してはやはり有効活用するためにも町民等にお知ら

せをして安くわけてあげるとかそういった利用をしていた方が町民の方も喜ぶ方が多いと思います。

図書館の利用は最近清里だけじゃないと思いますが、けっこうお年寄りも借りに行っている話も聞

きますので、そこら辺十分検討しながら今後の有効活用に役立てていただきたいというふうに思っ

ております。 

それともう１点お聞きしますが、緑スキー場の今年度から圧雪車を新しくしたわけなんですが、

２７年度の利用実績と２８年度の途中でありますけども利用人数が解る範囲でちょっと教えていた

だきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

まず１点目の図書館の図書の関係でございますけども、展示ができなかった本につきましては、

図書館祭という行事の中で無料配布等行っている状況でございまして、そのほかにも何か効率的な

ことができれば考えていきたいというふうに思ってございます。 
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また緑スキー場の利用者につきましては平成２７年度が３万２千６７９人でございました。平成

２８年度でございますけどもスキー場運営してございますが、２月末の人員でございますけども３

万５千６３７人の利用ということで今現在でも、昨年の利用を上回っている状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 １点だけ確認させてください。スキー場管理費１２２ページ。今年緑スキー場リフト整備工事請

負費８６４万円が入っていまして、その上にリフト保守点検委託料に２６万円。リフト整備の時に

やっぱり別々の業者がやるのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（伊藤浩幸君） 

 スキー場管理費のリフト保守点検業務委託料につきましては、通常毎年行っている点検業務でご

ざいます。その下の緑スキー場リフト整備工事請負につきましては８６４万でございますけども、

これについては今年度予定をしておりますワイヤロープ等の柵、それから電動機の関係でございま

して、これについてはその時期が来ましたら入札を行いながら、業者等に発生してことになるのか

なというふうに思ってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 なければ暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 3時２０分 

再開 午後 ３時22分 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １０款公債費・１項公債費・１目元金から２目利子まで一括質疑します。１２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １１款予備費・１項予備費・１目予備費、１２５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 給与費明細書、１２６ページから１３５ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 債務負担行為の調書、１３６ページから１４０ページ。 

 （「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 地方債残高の調書、１４１ページから１４２ページ。 

（「なし」との声あり） 

  

○議長（田中 誠君） 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わります。質問漏れがありませんか。 

  

 

○議長（田中誠君） 

 ここで説明員交代となりましたので暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２３分 

再開 午後 ３時２５分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 一般会計歳入の質疑を行います。 

 １款町税、２１ページから２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２款地方譲与税、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３款利子割交付金から５款株式譲渡所得割交付金まで一括質疑します。２２ページから２３ペー

ジ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ６款地方消費税交付金から、８款地方特例交付金まで一括質疑します。２３ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ９款地方交付税、２３ページ。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 交付税に関してちょっと質問したいと思います。当然将来見通しという部分なんですけど、国も

大きな借金を抱えてなかなか財政という部分ではその解消に至ってないわけで、本町の財政の７割

占める依存財源ですか。その重要なウエイトを占めているわけでございますけど、これらの推計に

つきまして将来見通しも含めて、明年度幾分か減ったような形で見通しているわけでございますけ

ど、そこらについてお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 交付税の見通しでありますけども２７年の予算ベース、それから２８年で予算ベース、２８年の

決算ベース等々踏まえまして国の状況も踏まえた中での２２億４千９００万ということになってお

ります。これにつきましては当然予算ベースということでありますから、ある程度この数字につい

ては当然見込めるというような思いの中で、この数値を積算している部分でございますので全体の

今までの経過も含めた中の予算計上と言う事でご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １０款交通安全対策特別交付金、２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １１款分担金及び負担金、２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １２款使用料及び手数料、２４ページから２６ページ。池下昇君。 

 

○議長（田中誠君） 

 ２番の衛生使用料というところの３の医師住宅使用料のところはどこのことを言っているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（薗部充君） 

 医師住宅使用料の範囲でありますけれども、これにつきましては、保健福祉総合センター内にあ

ります医師住宅２戸、それから１６号道路の北側生涯学習センターの駐車場を挟んだところに以前

の古い医師住宅がございますが、それのうち１戸。さらには二階建ての旧志賀住宅と言いましょう

か、あれが１戸、この４戸が医師住宅としての管理の対象となっております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 このうち医師住宅というのはクリニックに貸していた住宅とは違うところですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 保健福祉総合センター内の住宅というのは診療所の医師住宅１棟と、それから老健きよさとの管

理者である住宅としてそもそも整備されたものでありますけども、今現在についてはきよ里クリニ

ックの方に貸し出ししてございます。その他２戸については、診療所のために使用ということで敷

地外の１６号沿いと旧志賀住宅は診療所のために使うということになってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 減免をした中に医師住宅使用料等も入っていたはずですが、その部分は一切含まれていないとい

うふうに理解していいですか。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 管理の範囲としてはこの住宅であります。ただまず名称として誤解が生じやすい、そもそもが医

師住宅としてどれも整備をされた、あるいは医師住宅として町が取得をしたと言いますか、管理に

なった住宅なものですから、そのままの流れで住宅となっていますが、本来の医師住宅としてお医

者さんに入っていただこうとして管理しているものとしては、保健福祉総合センター内にある住宅

ということになります。あとはその診療所の運営のために使っていただくということでご理解いた

だきたいと思います。 

 

○議長（田中 誠君） 

なければ次に移ります。 

 １３款国庫支出金、２６ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １４款道支出金、２８ページから３０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １５款財産収入、３０ページから３１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １６款繰入金から１７款繰越金まで一括質疑します。３１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １８款諸収入、３１ページから３３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 １９款町債３３ページ。 

 質問がなければ次に移ります。 

以上で一般会計歳入の質疑を終わりますが、質問漏れがありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 以上で、一般会計歳入の質疑を終わります。 

 説明員交代のため、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時３５分 

再開 午後 ３時３７分 

 

○議長（田中 誠君） 

議案第１９号 平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１６１ページから１７０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。歳入、１５５ページから１５８ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 議案第２０号 平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１９３ページから２０２ページ。 

                                （「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。歳入、１８５ページから１８９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

議案第２１号 平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について質疑を行います。はじ

めに歳出から質疑を受けます。２１９ページから２２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。歳入２１５ページから２１６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

続いて、議案第２２号 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計予算について質疑を行います。 

はじめに歳出から質疑を受けます。２３７ページから２３９ページ。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ２３８ページ。公用車管理事業費その項目の自動車購入費用の４４１万２千円。審議資料をによ

りますと水道巡回車購入事業１台四駆ワゴン型と書いてあります。水道巡回車に関して公用車なん

ですけども、どこまでいったら更新されていくのかとか規定みたいなものはあるんですか。まずそ

こをお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 公用車の更新につきましては、明確には何キロ、何年という定めはなく、今回予算要求しており

ますのは平成１３年に購入した車両で走行距離が２６万キロに達している車両でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君） 

 平成１３年車、２６万キロは結構御仕事されたんだなという気はしております。ただ町民感覚と

申しますか、水道巡回車ワゴン型審議資料の４５０万ですが、予算書の方で４４１万。一般的には

すごい高級車ではないかと思ってしまうんですけれども。どのような車種を考えていますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

車の更新にあたって考えたことがまずは積載性です。現在バンタイプのものを使っていますが、

水道の場合、工具・材料が多いもんですから、後ろの荷台を倒しまして乗車人員２名でそれだけで

も足りなくてルーフボックスを積んで、資材を運んで現地に向かっている状況です。 

今回入れ替えることを要求しまして、その中でまず１つは積載で多くの工具と長尺のもの、それ

を積んでもさらに乗車が４名程度できることをまず考えました。それともう１点は走破性なんです

が、水道に関しますと水道の給水が街中だけっていうイメージもあるかと思いますが、現実にはで

すね水源地は山の中です。水源地の中の管理もありまして、そこにもいかなければならない。この

２点をこの要件として網羅できる車ということをして選定しています。 

 

○議長（田中 誠君） 

次に、給与費明細書及び地方債残高の調書、２４０ページから２４８ページまで一括質疑します。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。歳入２３３ページから２３４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

次に議案第２３号 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について質疑を行います。

はじめに歳出から質疑を受けます。２６５ページから２６７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

次に移ります。給与費明細書及び地方債残高の調書、２６８ページから２７６ページまで一括質

疑します。 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。歳入２５３ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

議案第２４号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計予算について質疑を行います。はじめに歳
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出から質疑を受けます。２９３から２９６ページ。 

 

○議長（田中 誠君） 

給与費明細書２９７から３０４ページ。 

 

○議長（田中 誠君） 

無ければ次に移ります。歳入２８９ページ。以上で特別会計予算の質疑を終わります。質問漏れ

がありましたら受けたいと思います。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 国保の会計でお聞きしたいと思います。明年度道に移管の形の中で、うちの町が負担している分

は他の町から見た時少ないと聞いた。道移管ということで、若干道で流された部分では上がるよう

な要素があるのかなと。そんな部分での当然その部分ですが、今後町民の負担になるわけですけど

そこら辺について、どのような形になるのか聞いておきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま御質問にありましたことに関しましては、移管に伴う保険料の変更だと思います。保険

料につきましては、清里町だけでなく、オホーツク管内といったほうが良いでしょうか。こちらに

つきましては一次産業の方々が多く、所得水準が高く、特に医療費の水準も高いところで道の試算

においては、保険料が増額方向をということで示されております。北海道から出ている試算により

ますと現在で今現在集めている保険料総額から比較して数千万円程度の高い保険料が上がってくる

のではと言われております。ただ北海道の方でも激変緩和措置ということで一応考えられているよ

うで、そちらの分についてはまだ決定されているわけでございません。 

それと清里町が保険料算定に使われました保険料の医療費ですか。これはたまたま２７年度分の

医療費が使われております。国保医療費が２６年度までだんだん下がってきたのですが、２７年度

にまた急激に上がったといった形の中で、そこの一番高いところも医療費が使われておりますので、

本年度２８年度につきましては２６年と同じ程度の医療費に治まるのではないかと推定しておりま

すので、本算定にはまだ少しは下がるのかなと考えております。 

ただどちらにしても増加傾向に移るんではないかというふうに考えておりますんで、まだはっき

りした算定をまだ行っているわけでございませんが、考え方を整理しながら、保険料を算定した上

で町民の皆様に提示して進めていきたいと考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

道の激変緩和措置のこともあるんですが、ただ保険料の負担ってのが家計の中でのウエイトがあ



216 

るんですね。期限緩和でどれだけのものが道の試算の中でクリアできるようなことか解りません。

余りそういう負担のないような形で二段構えででも、対応できるようなものは対処してもっていけ

ない部分かなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま議員からもありました、そちらも十分考えながら進めてまいりたいと思っているところ

でございますが、いかんせんまだ本算定しておりませんので、そちらを進めながら昨年の取得が出

て、そっちの方から本算定が始まってまいりますんで、そちらの方進めながらどのような保険料に

なるか見極めてからそういった形なども十分検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 焼酎についてお伺いしたいと思いますが、前年度の売払い収入が９千３００万で本年度が１億３

３０万ということになっておりますが、実は町長も２９年度中に焼酎を値上げしていきたい旨の話

をされておりました。当然値上げされると売払い収入、計画がどういうふうに変わってくるのか。

その辺極端に言うと遅くなれば、そんなに変わらないけれど、早いうちであれば変わってくるだろ

うと予想されるわけであります。そういった中においてまだ２９年度になっておりませんから、結

論は言えないのかもしれないですけれど、町長の頭の中で大体のところでいつごろの予定を考えて

おられるのか、ちょっと差し支えなければお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 焼酎の価格について、執行方針の中でも改定に向けた検討に入っていきたいということで明記を

させていただいたところでありますが、いつの時点でということはありません。ただ年度当初は今

回こういう予算ですからあり得ないということであります。もっとも販売に影響が少ない部分はど

こにあるのかとそれも捉えていかなければなりませんし、また卸、小売りに対してしっかりと周知

をしていかなければならないとようなこともありますので、一定の期間が必要になってくるという

ふうに理解をしているところであります。またそれに伴って販売の関係の現実的に販売量がいかに

落ちるのか上がるのか。それにしても全く今の段階で検討がつかない。ただ一般的消費心理からい

くと値上げになると控えるというのは一般的だというふうに私も思ってますんで、そこら辺の影響

も踏まえた中でところ、どこら辺が最も我々焼酎事業の経緯から見て妥当性があるのかと値上げし

てみた、さっぱり売れなかった、手出しが増えてしまった。これでは我々が目論むものと変わって

きますんでそこら辺をしっかりと見きわめていきたいというふうに考えているところであります。
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以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 当然、町長言うように値上げをすればおち込むだろうと私も思います。ただ、おち込んでからそ

のもとに戻ってくる期間がどれだけなのか。それが１年なのか、２年なのか。それとも全く戻って

こないか。それは価格によると思うんです。そこら辺バランス。余り上げてもダメかな。少なくと

もダメかなという部分が、多少絡んできます。上げる時期もありますし、金額の幅もありますので、

今後時間がありますので十分ほかの焼酎などの値上げの仕方の方法とかいろんなものを加味してで

すね。実行にしていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの件でありますけどもやはり４０年も経ってそれなりのデザインをかけました、商品の

中身が、かなり立派にでき上がってきていると我々は自負をしてございます。それに見合った価格

がどこにあるかというのを探っていかなければならんという時に思っておりますから、安ければ良

いというものでもないだろうと。またそれに見合う以上の高いことをやっても消費者が離れる。そ

この限界を見極めながら、消費者に一時は値上げをすると消費者心理が冷え込みますから、落ちま

すが、それをすぐ回復できるような体制もまた考えていかなければなというふうに思っているとこ

ろであります。様々なご意見もあるかと思いますんで、委員会とも十分慎重に時間をかけながら検

討をさせていただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

以上で特別会計予算の質疑を終わります。 

 

○議長（田中 誠君） 

本日はこれで散会といたします。明日は９時３０分より再開となります。ご苦労様でした。 

 

 

  

 

（午後３時５６分 散会） 
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220 

                               開会 午前 ９時３０分 

 

●開会・開議宣告 

○議長（田中 誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配

付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中 誠君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により議長において、７番加藤健次君、１番伊藤

忠之君を指名いたします。 

 

 

●日程第２  議案第１８号～議案第２４号（各会計予算案の総括質疑） 

○議長（田中誠君） 

日程第２ 一括議題となっております。 

議案第１８号 平成２９年度清里町一般会計予算から議案第２４号 平成２９年度清里町焼酎事

業特別会計予算までの各会計予算について総括質疑を行います。勝又武司君。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 おはようございます。それでは総括質疑を始めたいと思います。上程されました一般会計５３億

２千５００万円。６特会合わせて合計６９億５千９８６万９千円。平成２９年度の予算が上程され

まして、予算審議が本日の総括審査をもって終了するわけでございます。今年度の予算審議におい

ては、昨年度より予算編成に作業にあたりました担当の職員、また各課の職員におきましては、深

く敬意を表するところでございます。予算審議にあたりまして細部に亘り１００を超えるような質

疑が交わされた訳でございます。実に活発でございますが、議員各位のまちづくりに対する１つの

熱い思いの現れかなと感じるところでございます。 

町におかれましては、昨年度作成されました第５次総合計画、また５ヵ年計画。そして人口減少

克服に取り組む地方創生のため作成されましたまち・ひと・しごと創生総合戦略の着実な推進のも

とに、大型事業であるケアハウスの着工、また子育て支援、または教育関係の支援などの実施にボ

リュームのある予算内容というところです。いずれにせよ限られた財源の中で人材をフルに活用し

まして、あらゆる手段においてまちづくりに果敢に挑戦していかなければならないかとそのように

感じる次第でございます。 

それではたくさん出ましたので１点だけ町長の考え方を聞きまして、私の総括質問とさせていた

だきたいと思います。札弦、そして緑地区の関係の振興についてお伺いしたいと思います。皆さん

御承知のように２９年度には緑小学校が廃校になります。３０年末には光岳が予定されていまして
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町中に恐らく、子供たちの登下校のにぎやかな声が聞こえなくなる部分で寂しさも感じるんでない

かなと感じる次第にございます。 

また日常生活の物資等購入する店も札弦に１件２件ありますが、緑にも１件、現在あります。そ

れもなかなか十分な買い物が行き届かない状況の中で買い物難民と言いますか、そこらも危惧され

る部分で、またあわせてＪＲ北海道。この釧網線の存続など含めまして、住民の足となる訳でござ

いますが、申し訳ないけど住める環境がどんどん狭まっているような気がするんですね。そういう

形の中で、この状況というのを手をこまねいて見ているだけで良いのかなと。商工観光関係につい

て質問しようかなと思ったんですけど、僕も質問の中でちょっと遅きに失した世界かなと捉えて言

ったわけなんですけど、商店街にしても札弦緑地区の部分についても、ちょっとそういう部分はあ

るのかなとまさに感じる次第です。 

ただ本当に住めないのかということはありませんから、なんか手を打っていくの部分のものを考

えるような部分でございます。学校のこともあります。またＪＲのこともありますが、私が中学卒

業したころ１１０人ぐらい、卒業生がいました。おそらく札弦は６０から７５と町長の時代だと恐

らく１００人近かったんじゃないかなと思います。恐らく２００人からの卒業生。その２割ぐらい

の人間が清里に残りました。あとは当時ですから、集団就職がまだありました。清里の駅から友達

を見送ったわけでございます。駅にはそういう別れもあれば、また出会いの場でもあったような部

分のそういう万感たる思いもありますけど、それらも含めて外にでていった人間、そしてまた地元

に残った人間。今年も高校卒業して仕事が無くてよそに行く人、また、学校の関係で外に出る方も

いらっしゃるとと思います。昨年、一昨年ぐらいの成人式にときに成人の言葉の中に歳をとったら、

清里に戻ってきたいという言葉がありました。清里の子供がすべからく皆がそう思っているかどう

か解りませんけど、大方の人間がこの町へ帰って住めるんであれば、住みたいような部分があるん

じゃないかなと思います。それは過去にも恐らくいろんな事情でこの町を出られた方、みんなや町

長もおそらく、ふるさとを大切にする気持ちは私と同じようにあると思います。そんな中で皆さん

がそういう形でよその町に出ていって、いつの日にかこっちへ戻ってきて、もしかしたらかなりお

歳を召された時のことかもしれません。仕事があるうちは来られないのかも知れません。けれど、

そういった時にふるさとを守るっていう、残された自分達に時代背景もいろいろありまして、大変

な厳しい部分がありますけど、ふるさとを守るのは私たちの使命じゃないかなと。 

そういう部分で、札弦、緑の振興について、町長に伺いたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの勝又議員の御質問でありますが、札弦・緑地域におけるまちづくり活性化対策という

ことであります。御案内のように札弦地域も緑地域もかつて賑やか市街地が形成をされておりまし

た。４０年の後半から急激に人口が減りましたし、それにあわせて少子高齢化も進んでいった。そ

ういう背景の中でやっぱり人が少なくなるとお店も必然的に廃業して辞められていったというよう

な形の中で、今現在札弦も緑も商店という形で残っているのは、１店舗のみになってしまったとい

うのも実情でございます。 

特に緑については、昔は営林署の担当区が物凄く盛んな町で木材の町でありますから、映画館も
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あれば病院もあるという活性化した集落であったわけですが、それも国有林事業が大きく変わりま

したし、また緑にはＪＲの川湯のほうに抜けていく難所の駅であったということで、列車が２両編

制になるというそういう交通の要所でもあったわけですが、民営化と同時に無人化されていったと

いうようなことも大きく背景にあったのかなと思っております。 

緑の方は、そういう関係の中で危機感を持って、早くに山村留学という地域ぐるみの取り組みを

されました。その結果、緑の小学生は少なくなっていたんですけれども、２０年間の成果の中で、

今回も明年から統合するという段階においても、山村留学に来てくれる方もいるということで、本

当に頑張ってきた状況にあるんですけども、やはり全体的な流れに反せなかったというのが実情で

はないかなというふうに思っているところであります。 

札弦地区には札鶴ベニヤさんという大きな企業で、ある一面起業城下町的な要素があります。そ

んな面で緑地域から見れば若い人も多かったというのがあったんですけども、やはりそちらの方も

構造自体が、今木材は海から入り海からから出荷するという形に変わってきて札鶴ベニヤさんの本

来であれば、分工場になる白糠工場の方が逆に本社より大きな割合を示すということになってきま

したので、従業員の数もはるかに向こうのほうが全体従業員が多いと。札弦本社の方は高齢化が進

んで、若い従業員の方が少ないという状況です。そんなことの中で緑もそうですが、札弦もやはり

子供さんの数が少なくて、小学校を廃校しなければならんという実情になってきている。そういう

実情にあるわけであります。 

このまま高齢化等が進み、また人口も減っていくと。そして当然社会基盤も徐々に失われてきま

すし、地域のコミュニティそのものが成り立たなくなっていくという危惧を持っているところであ

ります。遅きに失したと決してそうではないというふうに思っておりますけども、このまま放置す

ると本当に大変な状況になるのかという想定をしているところであります。その中で町としても、

緑自治会、また札弦自治会の懇談会としながら、町の活性化に向けたお話をさせていただいている

経過がございます。緑については２年前からそれに向けた対応に皆さんとともに考えていきたいと

いうことで投げかけしておりますし、札弦の方に一昨年から投げかけしております。特に札弦の場

合は、まちおこしネットオール札弦神威という組織がもう既にでき上がっておりますので、そこの

役員の皆さんと相談をしながら、より良い方向性について検討していきたいということでお話をし

ているわけでございます。まだ具体的にそれをもってどうしようというところまでは、いっており

ませんけれど、もうそろそろ具体的に腰を上げなきゃなというのも地域もそうですし、我々行政側

もそう思っているところでございます。 

その中で地域づくりの再構築、またコミュニティの再構築、そしてやはり地域に住んでもらうと

いうためには、雇用を確保していく手段を考えていかなきゃならんというふうにも思っているわけ

であります。そんな意味で地域総ぐるみで、そしてまた行政としてもできる限りサポート体制を組

みながら、組織の立ち上げから、そして企画、立案、実行まで持っていけるような、そういう気持

ちでいるわけであります。いずれにしても地域の方々がそれに向けた取り組みの考え方に向けて進

んでいかなきゃ、これはできる話ではないというふうに思っておりますので、そこら辺を含めて今

後十分に地域とも連携を図っていきたいというふうに考えているところでございますので、ご理解

賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 
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○６番（勝又武司君） 

 ただいま町長のほうから、地元とはいろいろお話してという部分で感じるんですけど、今回の執

行方針の中にもそういう部分のことは、謳われていない。 

ただ、恐らく地元の人たちにしてみれば、さびれたくて、さびれたわけではありませんよと感じ

る部分であると思います。ただ先ほども申しましたが、時代の流れでいたしかなない部分もあるの

かなというんですけど、手を打つなら早く手を打つべきじゃないかなという、商店街の関係もそう

ですけど、早目早目に手を打って、でもそういう時代の流れのスピードというのは恐らくかなりの

速いスピードで、押し迫ってくる。国の縮図を見ているようなんですよね。今、国は大変だってこ

とで地方に人をということで、同じように移住を進めているわけでございますけど、同じように住

めなくなった人たちは、娘、息子が都会にいればそこのところに行ってしまう。また、本町のもう

少し快適なところにという感じで、そうなると国の縮図、東京一極集中みたいなものしか見えてこ

ないという部分で、国もやっぱりそのことを怠ったもんですから、今になって慌てて人口問題に絡

めて、地方にいろんな言葉で田園回帰だとか格好つけてきていますけど、結局は失敗作だったんで

しょうっていうような部分。そのことをやっぱりふと振り返ったときに失敗だって思わないために

先に手を打つ。そういうことが一番大事じゃないかなと思うんですよね。 

それで今になってどうすれば良いんだと言うことになってしまうわけですけど、今町長が言われ

たように地域の人たちの考え方。そのことを尊重して、その地域の現実に向き合った形の中で見つ

め直しが考える第１歩でないかなと思うんですよね。おそらく外で見ているふるさとの人たち。そ

してそこに住んでいる人もですけど、実に取り残された感というか、そういう部分で僕は思うけど

年配の方にしてみれば、結構印象が拭い去れないのかなと思いますよ。そのことはあるんですけど、

今行政としてそのことに対してどういうことをしてあげられるんだ、町長が言う本当に住んで良か

ったっていうまちづくりだとすれば、今の国もあげてやっている政策、地方創生は清里の町の隅々

まで行き渡って初めて総合戦略という形の成果になって現れることだと僕は思うんですね。ケアハ

ウスも出来ます。決してそこに住みづらくなって面倒だからそういう人は入った方が良いと、そう

いう考え方の中でケアハウスをつくるわけでない。そこに住みたいって言っている気持ちでいる人

間にきちっと住める住環境を整備してやるという、それは大事なことですよね。国だってそのこと

を取り組んで地方にやっぱり住みやすい環境をつくるために、今予算を投じてまち・ひと・しごと

総合戦略ですか。地方創生それに取り組んでいるわけですけど、是非ともうちの町も地域できちっ

と生計をしていけるような雇用の関係のこともありますけど、そういうものを築いてもらいたいな

と思います。 

そこで１つ提案なんですけど、総務省の制度の中に集落支援員。これは今うちに２名います地域

おこし協力隊と同列に並んで取り組みがあるわけなんですけど、ここで頑張ってやってもらってい

る、今の自治会長さんあたりが兼務してもよろしいですけど、そういう形の中で、組織というもの

をきちっとつくって、その中で高齢者サポートとかそういうものをできるような、体制づくり、買

い物難民もいるわけです。買い物の支援も必要かもしれません。また病院への送迎とかそういうも

のも必要かもしれません。そういうことを組織化して支援員というものを通じて、行政と一体とな

って、地域の人たちを支えていくという、そういう仕組みづくりもどうかなと思いました。確かに

職員のかなり人数には厳しい状況の中で、行政の運営をされているという中では、なかなかそこま

で手が回らないと思います。国の制度を使って、支援員をおいてサポートの体制をとっていくって



224 

いうことは重要でないかなと思いますけど、町長どう考えているのか。 

 

○９番（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の御質問でございますが、人口が減って、また少子高齢化が進んできていると。まさに商

店も１店舗になってきております。そのほかのいろんな社会基盤も少しずつ失われております。そ

ういう中では地域コミュニティも少しずつ後退してきているのが現実ではないかというふうに私も

捉えているところであります。そうした中で先ほど申し上げました、地域全体の活性化に向けた取

り組み。そういう取り組みも必要ですが、そういった一面、高齢化は清里の中で緑地域、札弦地域

は上位の方になってきております。若い人が少ないということですから、お年寄りの皆さんを見守

ってあげる、直接サポートがなくても見守るというような、サポートはだんだん薄れてきて、やら

ないような状態になってきているということでありますから、それはそれでお年寄りの方を見守っ

たり、また買い物だとか医療だとかそういう部分で、ちょっとしたお世話が出来ると言うような体

制もこれから必要になっていると。私もそういうふうに認識をしているところであります。 

そうした中で今の職員体制の中で、地域に張りつけをして云々というのは、なかなか困難性が伴

いますんで、総務省だとか農水省も行っております集落支援だとか地域支援制度、これも有効に活

用して、地域おこし協力隊でまたちょっと性格が違うものですから、そういうものを有効に活用し

たいというふうに考えているところでもありますので、そういう部分での対応も進めていきたい。

合わせて地域おこし協力隊、これは実際に地域の方々が立ちあがると、これから何か計画を立てな

きゃならんとなった時のサポート体制としては、緑も札弦にもセンターの職員はおりますが、セン

ターの専門の行政事務を携わっているわけでありますが、なかなか機能しないというふうに考えて

おりますので、どうしても外部の皆さんの新しい感覚というものを取り入れながらということであ

れば、地域おこし協力隊を増員するなりしながら、そういう体制も求めていきたいというふうに考

えているところであります。ただこれも、鶏が先か卵が先かことになってまいりますんで、行政が

やることもある一面必要な部分もありますけど、やはり地域の声もしっかりと聞きながら地域の皆

さんと同時に立ちあがるというような形での、ただしサポート体制はしっかりと約束のもとに、そ

ういうお話を展開していかなければというふうに思っているところでありますので、全体を通じな

がら少しでもその地域で暮らしていける、暮らせるという体制がとれるように、私も全力を尽くし

ていきたいというふうに考えている次第であります。 

 

○９番（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 そういう部分では、町長も同じような認識をされているような形で、解釈する部分でございます。

確かに地域の声を聞いてという部分。ただ今もそういう疎通はあると思いますけど、先ほど言って

いますように、そんなに待ってられないと思うんですよね。事は深刻になっている。真に迫った感

じになるんですけど、１４年議員をやっているわけですけど、どんどん悪くなっているという部分
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はずっと見てきているわけですね。そういう部分で、そのことに相当なエネルギーを突っ込まない

限り、歯止めがきかないかなと思っているんですよね。そういう部分で申しわけないですけど、そ

んなに楽観的に捉えていても、事始まらないと思います。敏速な対応をしていくようなものを確立

すべきかなと思っているわけでございます。緑地区にあっては恐らくかなり深刻な状況化でないか

なと思うんですね。そういう部分で、どういう形でっていう部分ですけれど、町長も同じような認

識な訳ですけど、集落というか、地域の組織を立てて、そこにその支援員をおいて、そういう形で

取り組んでいかないとダメかなと思うんです。 

今回島根県、行政視察してきました。そこは中国地方のシステムを利用して、支援員を置いたり、

地域の運営組織の確率は高いんですよね。北海道は２０％ぐらい。島根県にいくと、中国地方は４

０％を超えるぐらいの取り組みされているということで、島根の邑南町でもその話を聞きましたけ

ども、向こうはこちらより土地条件が悪くて山間部で、その中でもそういう取り組みをしてやっぱ

り地域が一つの生活を維持していけるような仕組みというか、そういうものを築き上げているわけ

ですよ。そういう形の中で、普段の高齢者に対するいろんな取り組んでいますけど、除排雪から見

守りなり、買い物、病院関係とかそういうも含めて、生活環境を整備してあるということが僕は大

事じゃないかなと思っています。 

町長からも今取り組むような形のものを聞いた訳なんですけど、僕はやはりそういうような現状

を踏まえた形の時に、今回予算の審議ですから、そこで予算を計上していくというのは難しい部分

かもしれませんけど、早急に取り組んでいただくような形のもの町長の言葉がいただきたいなと感

じる次第です。 

 

○９番（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 緑、札弦地域にかかわる取り組みの関係でありますが、私も２年前から緑地域にも札弦地区にも

話をしながら、そういう考え方を示してきているわけであります。よりそれが具体的になるように、

早期にまた地域の核になる人方とも相談をしていきたいと思うところであります。ただいまお話し

があった中に、小さな拠点づくりの事業等についての手法なども十分研究をさせていただいており

ます。またそれ以外で山村振興事業に基づく振興法での支援事業というのもあります。そういうよ

うな手法もいろいろ研究をしている最中でありますんで、それらを含めて地域としっかりと連携を

取りながら、遅きに失したということにならないように、我々としても最善を尽くしていきたいと

考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○９番（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 町長からも早急に取り組んでと返事いただきましたので、ちょっと安心かなと思っています。今、

国の政策の中でも進めていますけど、やはりその国の政策がきちっと地方まで届くとなったときに、

その１つの受け口として町がどういう取り組みをしていくかということが大事になってくるかと思
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います。先ほど申しましたけど、町の隅々までこの地方創生という部分での政策の恩恵にあやかれ

るように、緑そして札弦の地域振興のために１つ傾注していただきたいなと。そのように申しまし

て総括を終わりたいと思います。 

 

○９番（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 札弦・緑もそうですが、清里町全体がやはり住んでいる人が良かったなと実感していただけるよ

うな町づくり。当然今まで進めてきたいろんな政策をベースにしながら、さらに発展振興できるよ

うな政策の対応について、議会と十分相談しながら進めていきたい。そのように思っている次第で

あります。 

我々の使命として、次の世代の清里町を発展させ、本当に良かったと言っていただいているよう

な思いを次の世代に受け継いでいく、それが我々の使命というふうに考えておりますので、そうい

う意味においても、今後とも全力で振興策を講じていきたいというふうに考えておりますので、ご

理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 それでは、ここで１０時５分まで休憩いたします。 

休憩 午前 １０時００分 

再開 午前 １０時０５分 

 

○議長（田中誠君） 

  休憩を解いて再開いたします。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 昨年の４月、組織機構の再編を初めての予算編成作業にあたり、町長始め原課各位の職員の皆様

方、大変ご苦労様でした。平成２９年度当初予算、一般会計、６特会合わせ総額６５億５千９８６

万９千円の予算を櫛引町長が推し進める数々の施策を実行される予算に期待をするところです。 

今回の定例会では３名の一般質問がありました。その中に、本町におけるこれからのまちづくり

の中でのいろんな諸問題を議題として審議されたのかなと思っております。商工振興、そして観光

事業。そしてこれからのまちづくりの基本となる人口ビジョン４千２００人という人口を切った清

里の中で、足し算引き算を交えた質疑内容。私も共感する一人でもあります。それに対し、町長も

丁寧な答弁をいただきました。本当に今この町における実態をつぶさにあらわしているのかなと思

っております。 

また予算審議では、機構改革により予算の組替が随所に見られました。そのため、議会側もその

組替の行先など精査し、随所に審議するためのしっかりとした予算審議ではなかったのかなと思っ

ております。それがゆえに例年に比べ大幅に多くの質疑があったのかなと思っております。特に総

務費における情報交流センターきよ～るに関して活発な質疑があったのかなと思っております。こ

の件に関し、今後の指定管理に向けての業務委託費の積算根拠の明確化に今まで以上にしっかりと
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務めていただき、今後の中であの施設が本当に輝く清里町の情報発信の施設となることを期待する

ところでもあります。 

それでは私の方から１点だけ総括質疑として質問いたします。昨年４月よりたしか昨年の２月に

総務委員会で出ましたけれど、事務改善委員会の方向の中で答申を受け、組織を再編し、約１年を

経過したところでございます。５課１室１２グループから５課１室１醸造所１１グループですか。

そういう形に代わり、今まで以上にグループ制の良さを追求した機構改革だったのではないかと思

います。まだ１年足らずの中でなかなか検証されることは難しいかもしれませんけども、やはりそ

こは、行政のＰＤＣＡではありませんけども、チェック機能として町長はどのようにこの１年振り

返った中で認識を持っておられるのか。まずお尋ねします。 

また併せてちょっと関連しますので質問させていただきますけども、今回３月をもって４名が退

職、そして早期退職も聞くところによりますと３名。合計７名の退職という形で、これからの行政

執行をなされなければならない。そんな中で特に今後に向けていままで以上の職員採用と職員の専

門性ですか。それと人材育成の部分がやはり大変重要になってくるのではないかなと、私自身も常

に考えているところであります。前段、勝又議員の方からも総括質疑の中で組織と人の重要性とい

う提案がございました。今お話の中で私も十分重複するところがありますけども、そういった意味

でその人材育成という部分も絡めて町長のお考えをいただきたいんです。 

そんな中でこれから事案として、本町１市４町の中で緑ダム水力発電という形で同じように職員

の採用をするという話が聞こえてきました。その辺についても町長の方から詳しい内容になると思

いますけども、解る範囲の中で御説明していただきたい。 

それとやはり３０年に運営されるケアハウス。これについても同様に職員が出向をされてケアハ

ウスを運営業務等々どういう形かわかりませんけども出向されるという話になっております。そう

いった意味でその出向職員の位置づけといいますか。そういう部分がどのように考えられているの

かもあわせてお聞かせ願いたいと思います。今後のまちづくりの中で人材育成の計画的な取り組み

をあわせて町長の考え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） 

 清里町におけるまちづくり行政機構組織の関係でありますが、永遠の課題でありまして、これが

大きくクローズアップされてきたというのは、平成１６年に斜里郡３町で進めていた合併協議。こ

の中での対応の中から当面斜里郡３町それぞれ頑張っていこうという結論が出たのが、平成１６年

であります。それと同時に町民の皆さんから組織するまちづくり計画策定委員会を立ち上げました。

今後自立のまちづくりをどうしていくという課題がそこで揉まれてきた訳でありまして、計画の内

容というのは、主に行財政計画をどう進めていくか。そしてさらには新しい重点政策をまちづくり

の政策をどうしてかというのが、課題になってそれらが取りまとめられたわけでありました。 

その中の１つに、この行財政の組織体制の見直しが出てまいります。提案されたのは、従来の係

制からグループ制への移行をするべきであるということで計画の中に盛り込まれ、さらに計画の中

に、当時１００人を超える職員がいたわけですが、それを１０年後の平成２６年までに８０名体制

を行うということであります。というのは職員を減らしていくことによって、従来の係制でもう賄
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い切れないという姿が明らかになってきたわけでありますから、それを広く融通性のあるグループ

制に切りかえていくと。そしてお互いに職員同士が仕事をしていけると。そんな体制をつくってい

くというのが背景にあったわけでございます。 

そんなことで、平成１６年からの１期目の自立計画は５カ年間の計画でありますから、１６年か

ら２０年まで、そして第２期の自立計画は２１年から２５年まで。ちょうど２５年で到達した１０

年は平成２６年になるわけで、そこで初めて８０名体制という形になってくるという計画であった

わけであります。その中で第１期の自立計画が２０年までですので、その中で行財政改革、組織改

革をしなければならんということであります。平成１９年当時では、６課２室１事業所の体制で課

があって係があるという体制であったわけであります。それは２０年の第１期の最後の年にグルー

プ制を導入したことになります。そのときに５課１室１事業所、そして１２グループということで

事務事業の配分を含めて、導入をしたというのが実情でございます。 

従来係制というのは、どうしても縦型の仕事の分類でありますから、一係が持てる仕事の中でよ

そのことはできない。要は職務的にやっちゃならん。人の仕事をやっちゃならんということです。

そうなると１つの係ごとにボリュームですが、職員人数との関係で１係長で、係がいないというと

ころがいっぱい出てきた。これをやはりみんなでシェアしていくという、極端に言えば大係制とい

うのと、ほぼ同じなんですけども、そういう形に経過して皆でその中で入っている、それぞれの分

掌事務を皆で調整をしながら、柔軟に仕事をこなしていこうというのがグループ制の最も良いとこ

ろであります。ただ全部が良いかって言ったらそうでもなくて、仕事が散漫になってしまうという

専門職でなくなってしまうという、そういう上っ面しか解らないという部分も極端に言えばあると

いうのも事実でありますが、それにしてもやはりみんなで仕事を分け与えるってやっていくという

スタイルでなければ、１仕事に１係がということになってこないという中で起きたわけであります。 

それで２０年に導入したんですが、２８年までの間にいろんな課題が実際に導入した後に生まれ

てきたわけで、抜本的に行財政改革の委員会の中に事務改善委員会があります。そこにお願いをし

て、その実質は７年の検証してもらうということで、検証委員会を立ててやっていただいたわけで

あります。その結果２８年の４月に、改めて根本から議論をしてもらったんですが、今のグループ

制を当面続けていこうという結論をいただきました。ただしその組替が必要になってきているとい

うことでの答申をいただいたわけでありまして、概ね答申に基づいた形の中で組織の再編をしたと

いうのが２８のグループ制の見直しであったわけで、その後今日まで、ほぼもう１年になります。

１年が経つということで、改めて見直しをして途中でさらにいろんな課題が起きてくるかも知れな

い。仕事というのはもう絶対決まりきったものだけでありません。常に流動的に動いておりますし、

ボリュームもその都度変わってまいります。ですから、１回決めたらそれでずっと何年か守ってい

けるかというのはなかなか難しいことでありますので、そこら辺を含めて、今本当に実態にあるの

かどうか検証をさらに入れてもらって来たというのが実情であります。 

つい２月にそれの評価委員会からの答申もいただいたところであります。その中でさまざまな当

面する課題、中長期に考える課題等提案をされております。それも基本的にいえば、内部組織です

から職員側の立場からの答申ということでありますので、町民目線で考えたらどうだという部分も

やはり加味していかなきゃならんというふうに考えておりまして、現実できるものはやっています。

やはり風通しのよい職場をつくるようにしていかなければということで考えております。全体的な

職員の退職部分もそれから補充の部分もいろいろ含めながら年齢構成もありますので、含めながら

より良い方向性を目指したいというふうに考えているところでございます。 
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それからその中でもやはり職員の退職補充の関係で、この３月末で７名の方が退職をされること

になってございます。そのうちで管理職が３名含まれるということで数年前にも管理職７名辞めら

れたこともあります。今回はそれに次ぐ大きな管理職異動ということになってくるわけであります。

当初から解っている部分については、もう新規採用また社会人枠などを使いながら、補充を進めて

きた。４月から新規採用ということでの補修を進めておりますが、ただ途中で予定していない部分

も若干出てきておりますので、これについては年度途中であっても社会人枠と使って行きたいなと

思っていますし、そこで見つからなければ、明年度の採用枠の中で統一試験の中で考えていかなけ

ればということで基本的な補充はしていきたいということで取り進めをところであります。それに

あわせて職員の育成という部分もやはりしっかりやっていかなければ決まりきった研修も、町村会

でもやっています、道の町村会も行ってくれております。それからまたそれ以外の町独自の部分と

して自治大に行ってもらって研修するとかアカデミーで研修するとか、それから専門職の研修も実

はそれ以外に税務職員だとか保健職員は持っておりますが、それは全体の職員のバランスを見なが

ら、忙しいところを外しながら逐次やってきているところでありまして、自治大だとかアカデミー

の参加は、清里町は他の町村から見ても高い実情にあります。大体毎年数人ずつ送り込んでいると

いう、そういうのがありまして、そういう意味で学問的に人材養成というのはかなり進んでいるの

だろうというふうに思っております。 

ただ職場の中でやはり課長がいて、総括がいて、主査がいてという中で、どういうふうに人材を

育成していくのかというのが極めて昔とちょっと違ってきているなと。昔はどちらかというと職人

気質で見て覚えてもらうというのがありますが、なかなか今そういうことになりませんというふう

に思っていますし、ちょっと生活レベルも少し変わって、昔はずっと上から下まで、同一家族みた

いな形の課の編制が多かったんですが、今所用がありますし、忙しい方がたくさんおりますんで、

なかなか一緒になってというのは、少なくなってきていて、日常生活の中での人間的な育成という

部分がこれからどうやっていったら良いかなというのは考えるところでありますが、ここが現実問

題として、本当に大事なんだろうなというふうに捉えております。引き続き管理職を中心としなが

ら全体の職員の学問的な育成とまた人間としての育成指導をしていきたいというふうに考えるとこ

ろであります。 

次に緑ダムでの小水力発電に係る業務の関係でありますが、行政報告の中でもさせていただきま

した。緑ダムを使った小水力発電の事業については、基本的には畑地かんがいの推進協議会の事業

として立ちあげていくわけでありますから、つまりは１市４町での事業ということになります。本

来的には土地改良区だとか一部事務組合だとか、そういう形の中で立ち上げていくのが、最もベタ

ーだということで模索をしてきたんですが、なかなかそういう土壌がまだできていないというよう

な中で開発やまた総合振興局とも相談のうえ業務委託方式を取らざるを得ないということでありま

す。ですから、本来で言うあるべき姿に向けた考え方をやはり根底に持ちながら、まずはスタート

しなきゃならんというのがありましたんで、そういう形の中でスタートしていく。その受け皿に清

里町がなったということであります。この清里町になったというのはダムの所在が清里町である。

そのダムからの小水力発電、発電施設もそのダムに併設されるということで、工事そのものも清里

町の中で行われるというようなことで、もう一つ合わせて、河川の整備管理が全部清里町にありま

す。ダム管理の検定も清里町がやらなければならない。もともとそういう形になっておりますので、

最も仕事のしやすい場所として清里町が業務を受けるということに相なったわけであります。 

実際的な工事の進捗等体制の関係であります。予定は、２９年度中に事業採択。国からの事業採
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択で、道営事業で行っていくということの予定でありますんで、２９年に事業採択をいただき、３

０年、３１年の２カ年での工事予定を国の予算との絡みがありますから確定ではありませんけど、

そういう予定で今認可をいただこうということで進めております。実質的にはでき上がってから運

営管理ということになりますから、３２年からスタートができれば、それに向けた体制としての準

備を進めていくということであります。 

今言われているのは、事務を進めていくためには事務処理する職員が必要になってきます。それ

から実際に発電をしていくことになると、ダムを使った水力の技術屋さんが必要になってくる。こ

れは資格職員がいなければスタートできないという最低２人が必要になってきます。そのほかに直

接電気を扱える職員が必要になってくる。ただ電気保安協会だとか北電さんの技術職に委託するこ

とができるということでありますから、最低２名、１名事務職と１名の技術職。ダム水路の主任技

師ということですが、それは必ず必要になってくるということでありますので、これの採用のタイ

ミングを見ながら、採用していかなければならない。業務を受けておりますので、町の職員として

身分を保障しなければならないと。一部事務組合だとか、本来の土地改良区だかそういう組織であ

ればそこで採用してもらえれば良いんですが、そういうスタイルになっておりませんので、事務を

受けたところで用意しなければならない。今の畑地かんがいの維持管理協議会も、全く同じであり

まして小清水が全部その体制をとっている。今回少水力の発電については、清里町が１市４町を代

表してその体制をとるということでご理解をいただきたい。またそれらの準備の時期スケジュール

についても、具体的に所管の委員会とも相談をさせていただきたいと思いますし、当然経費的な部

分も必要になってまいります。これは基本的な１市４町が等しく負担率がありますから、それによ

ってやりましょうということにはなっておりますけども、予算措置は清里町がしなければというこ

とになりますし、実際にこれ動き始めると、売電収入が入ってきますから、それの管理のための特

別会計もしていかなければと、こういうことも考えておりますので、それらについて齟齬の無いよ

うに、タイミングを失しないようにしっかりと調整をしながら議会とも十分に連携をとっていきた

いというふうに考えているところでありますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

それからもう１つ御質問をいただきましたケアハウスの件であります。これについても、今年と

来年の２カ年で事業がスタートするわけであります。完了は、平成３０年の夏過ぎになるのかなと

思っております。ただし、それに向けた具体的な管理体制、職員体制は、もう既に進めていかなけ

ればなというふうに思っております。具体的な管理運営ついては、社会福祉協議会に指定管理をし

ていただくということで、候補者の選定がもう既に終わって、社会福祉協議委員会の方にもその旨

を連絡させていただいているわけでありますから、より具体的に事業の発注とともにそういう体制

を整えていきたいということであります。基本的に職員を派遣するとかは考えておりません。これ

からその中で職員を派遣しなければならないのか、新たに新規雇った方でやれるのか、そういう部

分も含めて十分連携をとっていきたいというふうに考えております。ただこの事業を進めるにあた

っては、いろんな法的な縛りもありますんで、そういう法的な部分で勉強もしなければなりません

し、ケアハウスの管理規定から運営規定から、次々と整備をしていかなければならないと。その準

備に入っていかなければならないわけで、これは専門性が必要になります。道からの職員の派遣要

請をしておりますが、先日連絡をいただきました。正式に１名清里町に派遣をいただけるというこ

とに相なったわけであります。社会福祉協議会等連携をとりながら、そこら辺職員とともにまた町

も前面に出ながら、準備を進めていきたいというふうに考えております。道からの派遣職員につき

ましては、保健福祉課に特命として配置をしていきたいということで考えているところであります
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んで、全体の連携の中で進めているように、今準備を進めているという実情でありますのでそうい

う意味においてご理解を賜りたいというふうに思います。また具体的に社会福祉協議会等々も連携

をしながら、準備体制に入っていくわけでありますが、その中でやはり職員の人数も含めて、また

はどういう職員が必要になるのか。大体解っておりますけども、そういう人数配置とそういう職員

の確保に向けた対応についても進めていきたいというふうに考えておりますし、具体的な流れが解

ってきた段階では、また議会とも十分に相談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思います。以上申し上げて、答弁とさせていただきます。 

 

○９番（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 １年を経過した中での組織の検討っていう話が冒頭ありました。そして水力発電・ケアハウスに

おける人的支援と言いますか。人材の部分でのお話がありまして、後段の方はかなり詳しく理解で

きた。ただやはり前段の方の中で１つグループ制の良さという部分がどうだったのかなという発言

が無かったのがちょっと。 

やはりこのグループ制の良さをどう追求するのか。従来型の行政のまた係制ですか。そういった

部分でトップダウンのピラミッドの様な管理体制。私も事業をやっている中で、やはり従業員も抱

える中で、ある程度ピラミットの中で従業員には上から目線のこともかなりあるんですけど、だん

だん私たちの業界の酪農の現場でも、大規模模型で働く人たちが離職して廃業に落ち込むというの

が顕著に酪農の現場で起きています。そういった意味で今私たち経営者も同じようにスキルアップ

だとか、そういうマネジメント能力の向上に向けて、経営者がやはりセミナーを受ける時代になっ

てきています。 

グループ制の良さはピラミッド型からプラットホーム型で皆さん情報共有しましょう。あるセミ

ナーで出たときの話の中で、レストランで、調理人のコックとフロア主任がいてその間の配膳係が

いる。そのときの流れがトップダウンの中で、社長は裏の重役席で座っている。そのときの流れは

見ていませんよ。ただ、そのときに職場内というか、レストランで起きる実態は何か。お客さんに

対するサービスにお客さんを待たせる。なぜかというとホール主任が１点しか見ていない。きれい

な服着た女性がいるとなると、そちらを見る。ただし本来は全体をすべからく見る。そういう形で

やる、そして食べた食器をどう片づけ、あるいはできた料理をどう持っていくか。これは全部分業

なんですけども、ホール主任であるグループのトップは、それはすべからく検証し、それを中で調

理している調理人の方々に伝達して顔色を伺いながらのコンシェルジュじゃないですけども、しっ

かりとグループの中の主任は、チェックする。じゃあトップは何しているんだというのが、ここが

みそなんだけども、やはりトップは何気なくやっぱり現場に入りながら声をかける。僕もそうです。

朝早く起きて従業員には、来なくて良いって言われるんですけども、やはり行くことによって少し

は働いている人たちのつぶさな姿。そこは顔色だとか、きょうは例えば健康状態が悪いだとか。例

えば働いている人の両親がどこかに行くんだけども、ちょっと早くあがって良いよだとか。そうい

う気遣いっていうかな。こういう例えは失礼ですけどもそういうトップマネジメントするというセ

ミナーの例え話なんですけども、そういうのを受けたことがありました。 

そういった意味でそのグループ制というのをうまく機能して情報をそのフロアで共有する、ここ
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がやはり第１の基本かなと思います。そういった意味で、まだまだいろんな形で確立はしてないの

は確かかと思いますけども、そこら辺の流れ、行政のトップとしてのあり方という部分で拙い話で

すけども町長はどう感じるか、お聞かせ願えればと思います。 

 

○９番（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 人材育成の関係とグループ制のメリットの追求ということになってくると思っておりますが、グ

ループ制を取り入れることによって仕事の場面がフラットになっていることは事実でありますから、

多くの課題もみんなで共有しながら、いかにそうして仕事を再配分しながらやっていけるかという

ことで職員にしても、融通性がつけやすいと仕事が混んでいるところはみんなでシェアして、それ

を分け与えるという形で、本来でいけば、十分に発揮されてくるだろうというふうに思っています

し、そういうふうにしていかなければならない。これやはり職員もそれぞれの個性があるもんです

から、そこのところまったくフラットでというのは、なかなか現状の問題としていっていないとい

うのも１つはありますので、そこら辺さらに職員の能力スキルアップも含めて研修と人間的な部分

も含めていろいろと育成するようにしていきたいと思いますし、当然管理職の皆さんは、そういう

全体の職場としての流れを見ていただいているわけでありますから、グループ制度なんかも清里で

取り入れているグループの中では、１課の中で２つから３つのグループがあります。どうもいかな

くなったときは、グループ間のシェアもやっていただくということで、管理職にそこまで権限を預

けているわけでありますんで、仕事によっては、突然入ってきてボリュームが大きかったり、小さ

かったりいろいろするもんですから、そのときの体制であった対応をしていただけるということが、

大事になってまいりますので、そういうような部分で少し全体の調和が図られていければなという

ふうに思っているところであります。 

それから管理職を中心とする職場でのトップとして、ある程度管理職的な部分での私も職場の雰

囲気を感じ取らなければならないということで、積極的に各課をぐるぐると歩くんですが、そのう

ちに管理されているみたいだから、歩かないでくれということで厳しく職員から言われまして、毎

日降りて見ていると、その時は副町長の時代でもあったんですけども、管理されているみたいでほ

どほどになりませんかっていうこと。やはりこれこちらで思っているのと、受けとめ方も違うとい

うのもありますから、これもしっかりと我々としても、考えながらいかなきゃならんなと一方的に

良いと思ったことが、果たして本当にそうなのかどうかという部分も含めてやっていかなきゃなら

んところも、たくさんあるなというふうに改めて感じた次第であります。 

管理職の皆さん方も一般職の方もそれぞれの個々のいろいろな部分がありますんで、それについ

ては人事評価委員会というのも設けておりまして、面談でいろいろやりとりも行っております。実

際面談で。ただ私は直接やっていません。その委員会がありますから、管理職が中心となっており

ますので、個々の職員との面談も含めていろんな相談もやっております。苦情を聞いたり、こちら

からのいろんな部分もお話したりということでやっておりますんで、そういう機会がまた先ほども

いろんな部分を通じながら、人材育成には努力をしていきたいというふうに考える次第であります。 
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○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 確かに毎日毎日トップが顔を出すと来なくて良いって言われれば、確かに自分もそういう立場な

のかと思う時が多々あります。それでもやはりそういった部分でのチェックと言いますか、やはり

町長はじめ副町長、しっかりとそういった部分で御傾注いただければと思います。 

次に出向と言いますか、老健と社会福祉協議会の中での出向状態が続いておりますけども、業務

の中でのお話しになりまして大変恐縮ではございますけども、どんな社会でもアウトソーシングと

いう手法で業務委託ですか、本町の場合もかなり業務委託という手法を取り入れながら取り進めて

いますけども、老健と社会福祉協議会に３名の出向がありますけども、その辺の今後に向けての方

向性はどのように考えておられるか。これからも５年の出向という話も聞いておりますけども、ど

ういう形でアウトソーシングが可能であるならばできるのか。そしてそこにおける事務担当能力の

の引継ぎ。もし可能であるとするならば、どこかでは次の人材を能力アップしながら、ある部分で

被るところがあるのかなと思います。でもこれは待ったなしで引き継ぎを構築する時期に僕はきて

いるのではないかなと思っています。端的な例で大変恐縮ですけども、今ある事務職を思い切った

中で、社会福祉協議会という中で専門職の事務担当をつける。その中で指定管理ですから、積算は

重々可能かなと思います。そうしたことによって、本庁舎内にその人達が入り込んでいては、また

一般職の行政各分野における人材のマンパワーと言いますか、そういう部分が多少緩和される。そ

こは住民サイドからすれば、職員数を増やすとなるとやはり財政出動。きちっとした８４名体制の

中で、出向とは言いませんけども、今社会福祉協議会に３名。そしてこれもわが町特色のある焼酎

事業所に町の職員として４名います。トータルで７名ですね。そのうちの何名かは本町のこの庁舎

の中でしっかりとお仕事してもらう。そういったプログラムを今のうちからできるんであれば、う

まく被せながら取り入れていただきたいなと思います。 

町長の人事権。専決事項の中の部分かもしれませんけど、大変恐縮ではございますけども、それ

について町長の今の考えをお聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 職員の派遣とアウトソーシングの関係でございますが、先ほども申し上げましたように、自立計

画を策定し、職員の削減と同時にアウトソーシングを進める。そしてまたは機構を係制からグルー

プ制にするという流れの中で進めてきたわけでございます。アウトソーシングの１つとして業務委

託の方式と指定管理の方式がありまして指定管理も、ちょうど地方自治法が改正になって、平成１

５年から指定管理の制度が出てきたわけでありまして、町の自立計画とタイミングがあったという

ことが指定管理も活用させていただいております。今現在御承知のように指定管理については、道

路、橋梁関係維持、それから緑清荘の関係、山小屋の関係。これについては指定管理をさせていた

だいておりまして、またパパスランドの温泉部門で指定管理でやっていくということでございます。

その他業務委託というのは、各所でやっています。この庁舎についても清掃業務、それから窓拭き
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だとかいろんな部分。それが外回りの管理関係、それと警備関係、これについても業務委託で、ア

ウトソーシングをしております。従来は用務員という職務を雇っていたんですが、それもアウトソ

ーシング形に切りかえて進めてきたということであります。 

こういう部分において、まだまだアウトソーシングをしていかなければというところも感じてい

るところはあります。例えば江南のキャンプ場だとかそれからパークゴルフ場部分も、もうそろそ

ろアウトソーシングに向けた体制をとっていかなきゃならないだろうというふうに思っているとこ

ろであります。内部事務として生涯学習総合センターの管理業務と舞台部分ですね、ああいう部分

もアウトソーシングができるんであればしていただければなと。そんな気持ちも持っているところ

であります。また牧場あたりもできればどこか利用者組合あたりにできれば良いかなと思っている

ところでありますけど、相手がありますから、相手さんときちっと連携を取りながら進めていく必

要もあるんではないかなと思っているところでございます。 

あとはその中でのアウトソーシングではありませんけれど、職員の派遣ですね。特に派遣してい

るのは社会福祉協議会に３名です。事務局長と老健の事務長とそれから包括支援センターに保健師

を１名派遣しております。それから消防に分署長を派遣し、４人です。焼酎は全部自賄職員であり

ます。ただ派遣の関係ですけども、基本的に大きいのは社会福祉協議会であります。それで事務局

長と老健の事務長とそれから先ほど言った包括の職員も専門職であります。一般職としては２名職

員で、基本的にかなり昔の社会福祉協議会は、ほとんど募金活動に近いようなことしかしていなく

て、役場の職員がそれを兼ねてやっていたという時代があります。それから徐々に社会福祉協議会

の役割というのはどんどん増えてきて、それに伴って昔農協のＯＢ職員が初めて別建ての職員とし

て採用になって、それが何年かやった後に町のＯＢ職員を事務局長として配置し、退職した後に採

用された。そういう経過をくぐってきたんですが、平成１２年に介護保険制度導入と同時に清里町

において保健福祉総合センター。老健ですが、それを社会福祉協議会に運営を当時はまだ指定管理

ではないですから、運営業務を委託するということでその方向で進んだわけです。そのときから業

務が大幅に増えてきたということで、ただ単に机の上で事務だけとっていれば良いと、そういう状

況ではなくなってきております。 

今現在においても社会福祉協議会全体の職員は流動的な部分はありますが、７５～７８名ぐらい

います。そのうちの半分以上４４～４５名が老健施設側の職員であります。それからそれを除いた

人が本部。本部の中には介護支援事業所それから包括支援。そしてヘルパー居宅介護の事業所。ヘ

ルパーさんだけでも１０数名おります。それらを含めて全体では３０何名の本部職員がいると。そ

れを全体の仕事の掌握と管理していくというのが、これはもうただ事務だけとれば良いということ

にはならないということの中で、ある程度お仕事をしっかりと精通してやってくれる能力を保有し

た職員をつけなければならん。その中で社会福祉協議会と相談をさせていただきながら、当面の間

そうした職員は町から派遣をいたします。ですから全体として社会福祉協議会事業の方、福祉サー

ビスを含めてよろしくお願いします。こういう形で推移したというのが事実であります。 

それから、老健施設の事務長についても全く同じ形です。事務管理については町が責任を持ちま

すよ。決してそこで収支がおかしくなって社会福祉協議会の役員というのは、町民の方々の理事執

行でありますから、そこに財政的負担をかけるというわけにいかないわけでありますから、そこの

ところは町がしっかりと管理をしながら、そういうことの無いようにしていかなきゃならんという

中での、今までありますので、これについても当分の間そういう形をとっていくという約束のもと

でいただいておりますので、そういう形で行かざるを得ないというふうに思っております。また包
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括支援センターの保健師さんの関係でありますが、その保健師また福祉の資格職でなければならん。

それは新しい職員が雇うまでの間派遣しますということで募集かけているんですが、はっきり言っ

てなかなか応募をしてくれないということで、早くそこは埋まってほしいと。引き揚げたいと思っ

ているんですが、そこらのタイミング、執行されている職員の年齢もかなり上がってきております。

そこら辺も将来的には加味しながら社会福祉協議会での採用になっていけば、そこらへんは解消で

きるかなというふうに思っております。 

また先ほど申し上げました社会福祉協議会全体の事務の関係、それから老健施設側もそういう職

員の中で揃ってくるか、または新たに適任な職員が採用できるとなれば、町からの職員は引き上げ

たいというふうに考えておりますが、それができるまでの間はやはり町もサポートをしていかなけ

れば、社会福祉協議会というのは、理事会の組織ではありません。全町民の出資した組織でありま

すので、町と一心同体の組織だというふうに私は理解をしておりますから、そういう意味において

も、そこはしっかりとサポートをしながら体制ができるのを待ちたいというふうに思っているとこ

ろでありますので、ご理解を賜りたいと思います。なるべく早く適任の職員を見つけられればとい

うふうに思っているところもありますんで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 本当に、この町の社会福祉を担う協議会の中の事務執行となると、かなりの専門性を持った職員

がなされると評価をいたします。しかし、やはりそこはいつまでも永遠に職員が１０年、２０年同

じ場所にいるという現実ではないんではないか。ある程度の任期の中で人事異動がある。そういう

事実をふまえると、また１から職員が研鑽を積んで福祉行政に邁進しながら、勉強をしなければな

らん。やはりそこは、先ほど冒頭でも私が話したとおり人材の育成。そこら辺はやはり本町は福祉

の町であるという自負を持つんであれば、そういう人材育成のプログラムをしっかり持って、その

社会福祉協議会における専任制の人材をマンパワーとして確保する。それがやはり行政としての責

任であって、余りにも介入するとなると果たしてどうなのか。常に事業の承継。仕事を続けるのは、

どうやって事務を遂行しながら引き継げるか。ここが一番の課題がなんですね。大変な部分はあり

ますけども、そこら辺はその判断をする時期がもう来ているのかなと考えております。 

最後になりますけども、今までの議論の核と言いますか、そこはやはりマンパワー人材ですよ。

そこを担保していただきたいと思います。高度経済成長の日本、昭和４０年から５０年にかけて、

行政は陳情型でしたよね。常にお上の方見ながらお上に要望を出す、そしてどれだけのお金を持っ

て来れるか。それがやはりトップの仕事でした。しかし今は変わりました。地方創生と叫ばれる中、

やはり少子高齢化の社会になったときに今国が何をするかというと、地方自治体で物事を考えてく

ださい。自分たちで政策立案をしてそれを国に上げてください。それをもって、私たちが良いアイ

デアですね。それに対して国は交付を出す、そういう時代になりました。となるとやはりどれだけ

のマンパワーと人材。ひところスーパー公務員という言葉が聞いたと思いますけども、そういう公

務員が１人あるいは２人あるいは３人になれば、もう本当に先ほどの改善の中の８５名じゃなくた

って極端な話すれば、５０人で出来るかもしれません。できない方が多いですけど。でもそういっ

たモチベーションをいかに持たせるか。そういうところに私は町長に期待したいと思います。 
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私たち議会は本当に議決権しかありません。その人事権に不介入ということで、一切そこの部分

はできませんけども、私たち議員各位は町民の声をやはり背負っているんです。やはりその声をや

はりつぶさに受けていただきたいという思いであります。チェックアンドバランスという言葉だけ、

議会の部分ではありますから、そういった意味でその町民の声を届けるという形で、私は発言させ

ていただきました。 

私経営者として、時々見る本の中に、孫子の兵法という本がありまして、これがなかなか面白く

て、今の中国の尖閣における戦略もこの兵法の中のとおり実践している。これなかなかうまく出来

ているんですよ。このマネジメントをどうするかという部分なんですけども、彼を知り、己を知れ

ば百戦して危うからず。それだけ人を見ながら、自分自身も見るという例なんですけどもそういっ

た意味でこれから町長も誠心誠意住んでいて良かったなと思われるまちづくりの実感できる政策を

全力で取り組んでいただければと思います。以上で私の総括質疑を終わらせていただきます。 

 

○９番（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町全体の活性化発展の進め方であります。時代が変わりました。従来の陳情型から、現在は提案

型ということであります。いかに有効な提案をできるかどうか。それによって国から提案があった

ところにお金をつけるという方式に変わってきているわけでありますから、その提案をするのは職

員であります。職員の能力がより向上していかなければ、それについて変われないということにな

ってくるわけですから、先ほど来お話をいただいておりますように、職員の能力の向上のため、人

材の育成のために誠心誠意頑張っていきたいというふうに思っている次第であります。 

また派遣職員の関係は、今一定のルールの中で進めさせていただいておりますが、未来永劫続け

ていくという気は我々も持ってはおりません。やはり人材が育ってきた段階では、しっかりと継承

していかなければなりませんし、それより先にそういう適任な方がその任についてもらえるかどう

か、逆に新たな方を採用できるかどうかということにもかかってきております。もしそういう優秀

な方がいればどんどん採用しながら、そういうスタイルをとっていければなというふうに思ってお

ります。先ほどの保健師の部分もそうです。なかなか専門の職員がいないという実情がありますん

で、そうは言ってもいつまでもというわけにはいきませんから、我々としても最大の努力をしなが

ら人材の確保を合わせて進めていきたいというふうに考えているところであります。なるべく早い

うちに、ご指摘いただいたように派遣職員をなるべく正規な形に戻していけるという、そういう方

向性をやっていけるように、我々も誠心誠意努力していく覚悟でありますので、ご理解をいただき

たいというふうに思います。以上で申し上げて答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで、１１時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時１０分 
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○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を開きます。引き続き総括質疑をします。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ２９年度の予算の総括ということで、基本的には町長の執行方針で最初に書かれている２期目の

任期の部分である、町民の皆さんに本当にこの町に住んで良かったということで２つの基本政策が

挙げられています。住んで良かったと思えるためには、まずは住み続けることができなければなら

ない。住み続けるための施策をきちんとしっかり組み立てていかないとならないという問題点があ

ります。 

そんな中で時代は遡ってみますと、拡大成長で好景気の中で進んできた時は誰しもが拡大し、幸

福感を味わえるものであり、こころ豊かさがあった。しかしその時代が終わると失われた時代。そ

してそれと同時に高齢化、少子化、人口減少。みんな日常的に使っている言葉が環境に入ってきた

んです。消滅するであろう自治体とかって言われます。でも、自治体が消滅するんじゃないんです。

今回、総括の中で勝又さんの言われた生活する地域、部落が無くなってくるんですよ。 

今回の町長提案の執行方針、非常に私はすばらしいと思います。本当に子育ての部分、はみんな

言っていますが、やっぱり大変すばらしいこと。でもこういう幸福な時代、成長の時代から今日ま

で来た時に大きく環境は変わってしまった。今回の予算の審議やいろんな形の中で、地域振興、商

店街の活性化。これは、もう今の時代から言うと方向を変えて考えていかなければ時代に入ったん

でないでしょうか。このことを解っているようで解っていないような気がするんです。 

住み続けるための環境、このためには今日も出ています生活難民、買い物難民、医療難民、すべ

ての部分があるわけです。しかも今道路交通法代わり、高齢者社会７５歳以上は認知症で取り上げ

られる環境に入ってきた。町長も私も団塊世代の最後の方です。まだこれから平成２０年から４０

年の間、高齢者は増え続けると言われます。この町はそうでないかもしれません。人口が余りにも

減り過ぎて。今日の総括の町長の話も中に待ったなしだとこの言葉を聞きました。数限りなく何回

も聞いているんです。これは、特に本年度は今日の雰囲気の中でいくと一番最後にこの町長の執行

方針の中で書かれていますように国からの交付金や補助金を目当てにする事業の展開ではなくて、

やはり選択と集中。これをきちんと推し進めていくということなんですよ。そして町長の思いが本

当に職員皆、町民の思いにつながっているか。３人目の総括で大変疲れているように思いますけど

も、それ以上に疲れているのがもしかしたら職員かもしれないんです。それ以上に大変なのは、言

葉を発せない人々かもしれないんです。とりあえずそういう認識の中で、具体的に細かい話はもう

やめます。 

まずきよ～るの場所の問題、これは戦略的にしてきたわけですが、今維持するのに、単年度で１

千５００万。最初の計画はそうでも、それ以上の経済効果であれば良いんです。ところがそれはい

ろんな形の部分でネックになっているだろう。そういう中で焼酎工場と一体した問題が最初から言

われてきたわけです。昨日の町長の今回の定例会の答弁のときにきよ～るはどういうふうに思いま

すかっていう質問に対して、子供や幼児や奥さんと一緒にきてくれて良いという言葉が最初に出て

きたんですよ。それも大切なんですが、主の目的はそこでないんですよ。そういう部分をもう一度、

それも大切だけどその部分を含めて、１つ進んでいただきたいなと。 

それと先ほど前中議員の方からでました。この職員体制の中で、派遣の問題については前にも質

問しています。返ってきた言葉は同じです。私はこの問題に対してちょっと角度を変えます。それ
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は町長が今回謳われている政策の中で高齢者対策と子育てを中心とした大切な町の仕事ですよと言

う。高齢者は当然入ってくるわけです。その組織をきちっと育てること。派遣してから何年経った

んですか。きつい言い方になるかもしれませんが、きちんとした独立機関でアウトソーシングした

からこそ、今度つくるケアハウスも社会福祉協議会に委ねるわけですから。でもそれがいつの日か

という表現ではなくて、期間を見てやっぱりその組織を育てることをしないとだめなんです。とい

うことは、３年なり４年間で、派遣された職員が行きます。実際に事務が解り、内容が解り、改善

しなければならないといったときに戻って来いとなります。そうしたら、そこで働いている人方が

改善してくれるのかなと思ったら、止まっちゃうんです。町長はその部分が確立されるまで、速や

かに交代しますというけど、今の体制ではいつになってもそうはならないんです。 

今回書かれているこれらのことが達成できれば私は問題ないと思います。これは２９年度の予算

執行方針だけではないと思うんですよ。今までのまちづくりの流れがある、今年度であり、このこ

とは今年度で終わるわけでなく、明日、明後日、来年、再来年に展開をしていくための、今年度で

なければならないんです。 

それと今回の定例会で質問がたくさんありました。グループ制になったんですが、その中で管理

職の答弁がどの課が多くてどういう形になっていたのか。これは課の仕事だけではない。町全体と

して職員全体として全部取り組まなければならない仕事なんです。これをどのように前へ進めてい

くのか。これは先ほど前中君の意見にも、町長答弁にもありました。職員一人一人のスキルアップ

をしながらやっぱり顔を付け合せて、会話をして、論議をしていく。この時間帯が十分持てている

んだろうか。 

今、国はいろんなことで政策の変更、１億総活躍社会だとか地方創生だとか。そして最終的には、

ひと・まち・しごと計画です。この計画に追われてでき上がって、そのでき上がったところからス

タートなんです。でもスタートしようと思ったら次の計画がくるんじゃ論議のしようがない状態で

入っているんです。この辺をもう一度、町長が職員だった時代は、先ほど言っていましたけど、課

長と家族みたいな感じで「５時から男」で酒飲んで、仕事だけはしてまちづくりができたよ。今そ

んなことやったら大変なことになりますけども、そういう何か、本当にどうやったら前に進むのか。

すばらしい町長・副町長でありますけども同等の職員が８０名いるわけです。この若い力と清里の

将来を背負える町民なんです。そういう形の中で大いに活用するスタンスをもっと今以上に認識。

あるいは町長が先ほど言われていますけれども、職員やいろんな形の中での研修が非常に多くて、

私は良いと思っていますよ。監査でも良く見ます。ただそれが活かせる環境。そして先ほど前中君

の話にもありましたけども、トップとしてはこれ、非常にそういう中では、次の世代に我慢をしな

がらつくっていく、まちづくり。 

勝又さんの意見の中に地域支援の問題ありました。その中にいろんな補助金あります。過疎地で

いろんなことありますといろんな事を言いましたが、そのことも大切なんですが、今実際に必要と

されている形は何だろうか。そのために合うんであればこれをやろう。順番は補助金や制度を探す

のが先じゃなくて、必要なことはこれだと。これに見合う環境づくりはどうなんだ。このことをま

ずもって前に進めていただきたいと。この中で１つ、最初質問を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

ただいまの加藤議員の御質問にお答えをしたいと思います。まず清里町の人口減少、少子高齢化

は予想以上に早く進んでいるといっても過言ではないのかなというふうには思っております。それ

によって少しでも機能が低下しないような施策という中で、そしてまた新しい息吹を感じていける

ような、そういう新しい人方の清里への取り組みという部分を含めて、子ども子育てだとか教育支

援を中心に事業展開をしてきたというところでございます。ただそれが功を奏して人口が増えてき

たとか、若い人が増えてきたのかというと、なかなかまだそこまで結びついていないところもたく

さんあります。現状は人口も減っているというのが実態かなというふうに思っているところであり

ます。これは、全国的な課題でもありますから、それでしょうがないと言ってしまえばきりがない

ですが、やはり果敢に挑戦をしていかなければならん課題であるというふうに捉えています。そう

いう向けた今までも政策展開をしてまいりましたし、また今後も引き続きそれらの成果がより効果

的に発揮できるように、誘導していかなければならないというようなことで行政を執行していると

いう状況にあります。 

本当に環境は大きく変わってきております。先ほど来ありましたようにいろんなまちづくりにつ

いても従来は国からお金をいっぱい持ってきた方が勝ちというそんな行政の進展というのもありま

すけれども、今は提案型ですし、国自体がお金がなくなってきております。ですから言ったからと

いってくれるわけではありません。まちづくりのこれからは、その地域に住む人方のアイデアでど

うやっていくんだという時代に入ってきているんだろうなと思っているところでもあります。その

為にも職員能力のスキルアップをしながら能力をアップし、まちづくりに果敢に挑戦をしていただ

くという仕組みをつくっていかなければというふうに思うところでもございます。 

そうした中で、派遣職員の関係等も御指摘をいただいたとおりであります。先ほど前中議員さん

の方にもお話をしたとおりなんですが、基本的に設立とスタートした時の約束事があるみたいであ

りますから、それをしっかりと守りながらいかなければ。そして特に社会福祉協議会が大きな組織

になってきていますし、事業もものすごいボリュームが入ってきておりますが、ただ単に事務をで

きれば良いとなっておりませんので、そこをしっかりと管理のできる職員の配置をしていかなけれ

ば。そういう職員が育ってくれば、そういうふうに切りかえていくということを考えているところ

でありますが、人ですからそんな簡単に今年言って来年育ちましたとはなりませんので、一番早い

のはそれに適した職員をいかに新規に確保できるかというところから入っていかざるを得ないのか

と考えておりますんで、そういう職員を確保できるように我々も最大努力をしていきたい。それで

本来の姿に戻していくというのが、一番妥当性があるんだろうと。それに対して、町はいかにバッ

クアップしながらやっていけるかということで、全力を尽くしていきたいと考えているところであ

ります。 

また今申し上げますように職員の関係であります。職員も昔からみれば形態も大きく変わりまし

たから、必ずしも少ないか多いかという議論にはなりませんけども、事務改善委員会の中でも改め

て検証してもらった結果の適切な職員配置というものも御提案をいただいております。そういう中

で全体としての職員配置をしていきたいとことでありまして、今もほぼそれに近くできていると。

ただ途中で予期しない退職者が出ております。現実問題としては２人程足りなくなっております。

これらについては先ほど申し上げましたように途中採用だとか、また社会人枠だと方策をとりなが

ら、それが見つからなければ、臨時でもなんでもとりあえず埋めていかなきゃ偏りということもあ

りますので、そういう対応をしていきたいふうに思っているところであります。いずれにしても職
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員の能力をいかに引き上げていって、それがまちづくりにどういうふうにつながっていくか。それ

が我々の仕事でもありますからしっかりとそこらへんについては研鑽を深めながら、職員との連携

とりながら、やっていけるようにしていきたいと思いますし、当然管理職の中にもそういう中で部

下のそれぞれの仕事の配置も踏まえた中での人材育成というものについて心してもらうように私の

方もしっかり伝えていきたいと思うところでもございます。 

また地域の活性化と職員との関係であります。多くの職員があれば地域に入っていってそういう

部分についても、サポートしてくれる体制が取れれば良い話でありますけれども、なかなか現状の

中ではそういう形が難しくなってきているということもございます。 

先ほどのお話の中でいろんな国の支援としての制度があります。制度ありきで話しているのでは

なくて、そういう制度も体制を整えば、活用したいということで、基本的にはどうあろうとなかろ

うとやらなければならんことはやらなきゃならんというふうに認識をしています。制度が採用にな

らなかったらやめますという話ではありませんので、できる限り有効に活用していきたいという中

で、少しでも地域と連携とれていければという思いでありますので、御理解を賜りたいというふう

に思います。以上申し上げまして答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 答弁はそこまでで終わっちゃうのかなと思うんですが、政策を前に進めるのは具体的にいかない

とダメだと思うんですよ。出向の問題も環境が整えば約束ごとがあるからと言いますけども、社会

福祉事業をきちっと確立するためには、そこで自賄いをしないとならないんですよ。指定管理です

から、掛かる経費についての負担増はこれやむを得ない。それはできれば２年計画でやるのか。３

年計画でやるのか、今年度やるというのか。これは協力隊みたいな形で全国募集かけても良い話で

す。町内に人材がいなければ。いろんな形でそれを前に進める努力。 

地域支援の問題も職員が行けじゃなくて、やっぱりそれにふさわしい方が町内でいればその人に

お願いすべきだと。一番良いのはその地域にいる方が一番良いわけです。これだって地域の無力や

集落の大変さを思ってくれている協力隊の方を募集することだってやぶさかでないですよ。そのこ

とは逆にいろんな形で活力の増につながるんです。具体的にどうするかということです。 

もう１つは職員のスキルアップをして、体制の中で皆さんの町民の要望、ニーズに応えていきま

す。職員の能力はたくさんあるんです。その職員の能力を自由に討論させて、この町にあった事業

展開をアイデアを出してもらう。多分出ているんでしょう。それを３つ出ているのか、５つ出てい

るのか、それをさらに選んで、また論議して進んでいくって手法ができているのかな。今日のこの

スタンスを見ている時に町長一生懸命前向いて、良い活力ある顔で見てんです。どうも課長の皆さ

ん、管理職は下向いて書いていたり、首はちょっと横を向いていたりする。副町長は特にそうでし

ょう。横向いちゃっている。だから私の発言がお粗末かもしれませんけども、そうじゃなくてやっ

ぱり先ほどいろんな形トップっていう表現がありましたけど、トップのかわりになり女房役が副町

長ですけども、それがやっぱり職員と一体になって、町長こういうの出たんで、検討してください

って、この辺からやっぱりいろんな形の中でのやっぱりスタートをきってかないと。 

先ほど勝又議員の総括、前中議員の総括。全部そうなんですが、結果的に前へ１歩踏み出さない
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と。毎年素晴らしい執行方針です。でも具体的に再来年はこういうふうに達成するための、今年度

はこういうことで事業を取り組んでいきますという言葉が本来は必要ななんではないかなと。本当

に計画、定例会予算審議すごい労力使います。この予算をつくって今日をクリアするのに。いやー

終わったんじゃないんですよ。ここからスタートなんです。私が言うまでもないけど、でもそう思

って明日から頑張ろうと思っているんだけど、余分な計画書なんか来て後回しになってしまう。 

先ほど町長の答弁に今回管理職さん３人辞めると。グループ制になり大きく管理職が３人変わる

ということは、機構改革の中で人事異動も結構な数になるんだろうと想像します。是非この辺につ

いても、人事権も無いんですけども、是非２９年度の予算が立ち上がって執行する４月１日ですか

ら、そうするとこの準備のためにいろいろと課の中で調整したり、いろんなことをしていったり、

あるいはやれなかったことを次に伝えるなりという作業も結構私は必要になってなると思うんです。

この異動関係の時間やいろんな形の中で仕事は余りにも多過ぎて全然できなかったわ、次に回すわ。

このことの無いようにできれば能力のある職員はたくさんいますけども、気持ち的にはもう人事異

動と思ってますんで、早い段階で来年のためのスタートを切る努力というものもして、いろんな形

で万全な方法で、本当に前へ一歩を皆して踏み出す。本当に住み続けることのできる町づくり。、非

常に私は難しいというふうに思うんです。いろんな問題が全部。それだけの部分をみて、木を見て

森を見ずというスタンスにならないように。ここに住んでいる人方が、本当に子育ては十分すぎる

と言いませんけども、手当が出来ていると思うんです。高齢７５歳以上部分が本当にどうやって何

とか生活できる、続けることができるっていう環境。このことがまず大切だということ。言葉でな

く、行動で。そして自治会長会議で要望ないんですか、あるいはそれでなくてもいろんな自治会の

会合に直接町長出られているのは認識しています。そういう中で得た、しなければならないこと。

どうぞ職員からの提案やそういうことの中で、前へ１歩進める見解をお伺いをしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 職員能力と政策展開でありますけれども、基本的に今回の予算編成にあたっても各種の政策につ

いて新規施策かなり入ってきておりますが、これはもう職員からの持ち上がりの施策が相当入って

います。当然私の応接執行方針の中で公約に向けた施策も当然出てきますが、それ以外の細かい政

策テーマというとやはり職員が常日ごろ職務の中から、生み出してきた中での今回の予算編成であ

るということで御理解をいただきたいなと思うところでもございます。 

また組織機構等に対する考え方でありますけれども、特に社会福祉協議会が一番派遣が多いわけ

であります。先ほど来から申し上げていますように我々としてもずっとその体制を続けていくとい

うそういう気持ちではありません。ただ具体的に１年後か２年後かとなるとその体制が見えてこな

いというところもありますんで、ただ方針としては、なるべく早いうちにやはり自主独立の形をと

っていただく。それに対して町は全面的なサポートをしていくという直接乗り込んでいてやるとい

うことでなくて、そういう体制になっていけば最も良いだろうというふうにも思う。これは同じだ

と思いますんで、そういう形の中で我々も人材を探していきたいと思っておりますし、探しきれな

いまでも育成に向けてはしっかりやっていかないと、社会福祉協議会の職員だから知らないという

ことでなくて、同じ保健センターの中に入っているわけでありますから、同じ職員として、我々と
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してはやっていきたい。ただ、任命権が違いますから、そこら辺はわきまえてやらなければ、人の

懐に手を突っ込むわけもいきませんので、そういう中をわきまえた中に、ともにやはり清里町の福

祉を支えていく職場という一貫性を持った中で、我々も注意深く取り組んで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。できる施策について可能性があれば、

いろいろ追及させていただきながら、時期を失することのないようにこれもやっていきたいという

ふうに考えております。全体を含めまして今後とも職員と一緒になっている全力でやってまいる所

存でありますんで、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 町長の気持ちと加藤さん一緒ですって言われるんですが、行動を起こしていただきたいな、この

出向問題に関しては。どういう形で、その方法を組み立てていくのか。人材を探すと言いながら、

どういう形で探していくのか。もう１歩踏み込んだ考え方をお聞かせ願いたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 人事の関係ですので相手がありますから、なかなか言えない状況があるんですが、一番早いのは

しっかりとした管理能力実績のある職員が人材として清里におられれば、そういう人をまず優先し

たい。当然地域のことよく解っているわけですから。そういう人がここ数年の間に見つけるかどう

かというのが１つ大きなネックになるだろうと。見通しが立たないということになれば、次は先ほ

どもありましたように、全国に募集するとかまた管内的に経験者がいるのかどうか。そういう部分

も含めてやっていかなきゃならんというふうに思っております。一番心配なのはそういう中で資格

職の部分は、よそから探すと言っても、よそもいなくて分捕り合戦みたいになっていますから、で

きる限りそういう部分も町内自賄ができればなお良いかなとは思っておりますけども、こちらの一

方的な希望だけでもいけないということもあります。そのことを踏まえながら社会福祉協議会とも

十分に連携をとりながら事務事業に支障がでても大変になりますので、しっかりとやっていきたい

と思います。具体的なことはちょっとまだ、いろいろ頭の中にはあるんですけれども、これもいろ

んな部分に関わってくることでありますので、明快な答弁がありませんけども、気持ちをそういう

中でということで御理解をいただければと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 町長の頭の中は解らないわけですが、最善の方法が３年後だったり、５年後。それ最善の方法じ

ゃないんですよ。待ったなしとは、今からそのことを行動し、今年度それが可能でなければ明年度
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は全国公募するのかしないのか。町内探すのに３年かかるのかどうなのか。これは、社会福祉協議

会だけのことでない役場の職員体制の中の大変な問題だと思うんです。 

町長の答弁の中にもありましたとおり、町民感情として人口がどんどん減ってきて、少子高齢化

でサービスが増えるからって、職員がどんどん増えていくことに対しては、やっぱり抵抗感がある。

当然のように、今回この最後に書かれている選択と集中。これは事業すべてに関してはきちっとや

っていかなければならないのです。それがすべての事業でやっぱり見直しをしながらゼロにするん

ではなくて、小さな予算で良い方向に持っていけるようにしてかないとならないんです。子育ては

十分にでき上がりました。でも子育てで給食費やるためにはまた一般会計からの持ち出し、国から

の補助金もありますか。だけれどもそうやって限りなくやっていくとパンクするんですよ。国がパ

ンクとしているときに今回の２９年度の予算は前年度対比プラスですけど、これは、箱物をつくる

からだけの話なんですよ。基本的にそういうことを考えたときにき職員のためにもそうですし、清

里の老健なり今度できるケアハウスなり、そして社会福祉事業全般、高齢者福祉、この辺全部を考

えたときにやっぱり３～４年や５年で帰ってくる職員ではだめなんですよ。待ったなし理解してい

ますと言いながら３年、５年かかったら大変な状態になってくるんです。すべての事業展開もそう

だと思うんです。 

ＪＲ問題がちょっと話題になっているんで１つ提案というか、町長と話したような気もするんで

すが、教育問題にもなっていくのかもしれませんが、今回いろんな形で幼稚園児から小学生ぐらい

まで、あるいは中学生ぐらいまで清里へ来たら緑駅行って、緑でちょっと散策か何かして帰り、ま

た清里の駅にいって帰ってくるようなことで、地域交通のあり方やいろんなことを、これを例えば

生徒に向かっては町がやらないと私はだめだと捉えているんですが、その時にできれば親子でやる

とかできれば自治会でアイディアを出してあげるとか、そういう形の中からＪＲをどうするこうす

るじゃないんです。私はこれからの清里町における、本当に交通機関の環境のあり方。住み続ける

ための環境の維持をするためにどういう方法が良いのか。全自動の運転車が出そうな話もあるんで、

その特区をとって清里が先にするという方法はないのかどうなのか。 

７５歳以上の者が清里に何人いるか。私は把握しませんけども、そういう人方がこれから更新の

中ではあるいは事故を起こしたりなんかすると当然認知症検査はずれると返したくなくても返さな

くてはならない状態になったという対応というのは、知らん振りはもうできないだろうなと。この

へんを踏まえて行ったときに、本当に言葉ではなく、いろんなことを想像し、待てば待つほど大変

になっていく環境。まずは３年後のために今年があるんです。そのための予算の中で限られていま

すけども、最大限の努力。能力は十分にあると思うんです。その能力をどうやって発揮できるのか。

どうやって、皆してそれを使っていくのか、築いていくのか。この辺について最後町長の本当に考

え方言葉でなく前に進めます。この言葉だけ聞きたいです。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引正明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 職員の派遣関係でありますがこれについて、特に社会福祉協議会の部分については、社会福祉協

議会という今まで話し合いもありますから、そういう部分も含めてしっかりと前向きに検討をさせ

ていただくということで御理解をいただきたいというふうに思います。それからＪＲの問題であり
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ますけれども全体としては活性化期成会部会がおきまして、その中で、全体としてどうするかとい

う話が出てくるというふうに思っておりますけども、まずその中で地域として清里はどうするんだ

という部分は、これまた別途いろいろ議論をしていかなければならないところだというふうに理解

しているところであります。 

特にその地域に住まわれている方々の足として、交通機関としてＪＲをどう位置づけていくか。

ＪＲだけではないわけですから、いろんな交通体系ありますんで、その中に、ＪＲをどう位置づけ

にして、それを活用し利便性を追求していくかと。利便性が悪いものは使えないわけですから、や

はり利便性の追求とあわせてやっていかなければならないだろうというふうに思っている次第でご

ざいます。いずれにしろ全体額としては、やはりせっかくあるＪＲ。これからの活性化の１つの起

点にもなるか特に観光事業だとかそういう部分において広域的な動きが出ております。そういう部

分においては、やはりそこの地域から今あるＪＲ無くなるというというこのイメージですね。これ

だけでも払拭をしなければならんと。全体残すんだという運動の展開をやって、全国にアピールし

なきゃならんだろうと。逆にそういうふうに思っております。ただそれにかかわる維持費から何か

ら全部地元沿線の話ですよと。これには乗れる話にはならないだろうというふうに思っております

んでそこらへも踏まえながら全体枠については、活性化期成会、北海道そして国に向けてやって行

きたいというふうに思うところであります。また先ほど申し上げました地域の課題としてまた別途

の角度から交通体系のあり方について議論をしていく、そういう時期であるし、早急にしていただ

かないとならんというふうにも認識しているところでありますので、ご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 気持ち的にはそこまでしか伝わってこないんで、しょうがないなと思うんですが、ともかくこの

本当に町長も緊迫しているよという全ての環境の中で、本当に１歩進める努力。これをやっぱり職

員一丸となって議員もそっぽ向きませんので、いろんなことで意見を言っていただければ、行動は

起こせると思っています。是非この辺のこの部分に関して、本当に言えなくなっている環境、諦め

になっている環境。これが人口減少と同時に役場の中までもいかないように。１つきちっとした形

で前へいって頂きたい。そして何回も言いますけども、勇断を持って、本当に選択と集中。事業の

総見直し。本当にしていかなければならない事業はどこにあるのか。 

上水道の第１第２の合併、これも整備をしていくための補助の関係の部分もあります。これ以上

に下水道問題もいろんな部分で道路橋梁、今年の予算でぐっと上がっている部分、仕方ない、生活

のいろんなことがあります。本当に黙っていてもやらんとならん予算が出てくる。けれども、前に

向かって使わないとならない予算もある。今までどおり同じ予算でやりくりは、辛い事業が出てく

るはずです。当然のように勇気を持って選択と集中、そしてその時になぜそうするのか。そこの部

分はやっぱりアウトソーシングきちっとしていくということ。これを同時にきちっと進める環境。

言うまでもなく、町長の執行方針に書いてあるんですから、全部。前へ１歩行動していくことを希

望して終わります。 
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○議長（田中誠君） 

町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

まちづくり町政の執行、これについては、停滞させることがないようにしっかりと、前に着実に

進めていかなければならんというふうに考えているところであります。そうした中で、各種の施策

の展開でありますけれども、今までも子ども子育て、医療も含めて、全体施策として町が活性化す

る、そして本当に住んで良かったとそういうふうに実感してもらえるようなまちづくりのために展

開したつもりであります。ただこれも、１回施策を打ったからそれで終わりではなくて常にやはり

時代の背景と共に見直し、評価をかけながら選択と集中、必要なものには必要な施策を打ってくと

いう形になってくる。また時代によっても同じ形の中でも、中の手法論は変わってくるという場合

も十分に考えられますんで、そういう部分も含めながら常に見直しをしながら続けていけるものは

続けていき、また新たにしなければならんものは、新たに取り組みを行っていくというようなこと

で進めていきたいというふうに思っている次第でございます。いずれにしても、清里町町民が自慢

できる誇れる、そんな町にしていかなければという思いでおります。そういう意味でもご理解いた

だきたいと思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

他ありませんか。以上で議案第１８号、平成２９年度清里町一般会計予算から議案第２４号、平

成２９年度清里焼酎事業特別会計予算までの各会計予算についての質疑を終結します。昼食のため

１時まで休憩といたします。 

 

休憩  午前１１時５７分 

                             再開  午後 １時００分 

 

●日程第３  議案第２号 

○議長（田中 誠君） 

 会議を再開いたします。 

日程第３ 議案第２号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 

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。従って、議案第２号 清里町特別職の公務員の報酬及び費用弁償支給条例の一部

を改正する条例は原案のとおり可決されました。 
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●日程第４  議案第１８号 

○議長（田中 誠君） 

日程第４ 議案第１８号 平成２９年度清里町一般会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 私は議案第１８号、平成２９年度一般会計予算に対し、反対の立場で討論をいたします。 

ケアハウスの建設に向かう訳ですけども、必要な施設であることは十分理解しております。昨年

の一般質問でも町長の熱意は十分に理解しております。大きな建物です。まさしくこれが３０床か

ら５０床ではならないことを質問のたび説明されて私も理解しております。 

ただアンケート、コンサルタントそして助成金の説明をいただき、将来の人口を考えた時に、こ

のような大きな建物が本当に町の力になるんだろうかということが１つ疑問を拭いきれないと思っ

ておりました。ケアハウス・老健・特老の３施設が互いに連携し、清里の介護事業が効果的に運営

できることが大切であることは解っております。これをどうやって自分たちの力になるのかという

部分は、私が感じるところ足りないのかと思っております。さらにこのことを十分理解していかな

きゃいけないことだと私も思っています。 

ただ、町民に重荷にならないことも我々が考える大切なことだと思います。考えること、やるこ

とを行政に全部他力本願的なことで済まして良いんだろうかと私自身が考えたところであります。 

わずかな身体低下の方が、健康で有意義な生活が送れる施設は本当に必要です。決してそれにつ

いて、異論もございません。管内の津別、滝上、西興部、湧別。現状を全部いろいろと見て大変よ

く運営されていることも実感しております。担当者の熱い思いも感じてきました。ただし全部３０

床です。５０床は本当に必要なんだろうか。どこの施設の方も５０床にしたいという話は無かった

んです。ただ３０床から５０床をやっている佐呂間が将来の清里の現状かなというのを見ることが

できました。佐呂間さんは３０床だったそれを５０床で今運営しております。是非この５０床の実

態を良く見て、上手に運営して欲しいということで社会福祉協議会さんが見てくるのは、佐呂間が

一番参考になりますが、現状は津別さんを見てきたようです。まだまだ本当に施設に入れて良かっ

たなと思える工夫をしていただきたいんです。 

当町の将来を考える時に規模の大きい施設と、さらに５０床という本当に重い負担になるだろう

なという気もしております。その運営について、客観的な数値を示されずに十分な責任ある議論が

私は不十分なんだと。確かにコンサル・アンケートをとりました。助成金の関係で５０床がどうし

ても必要なんですと言葉の説明だけです。本当に客観的なことで、もうちょっと揉む必要があるん

だろうというのは私の意見であります。 

大切な入所費、町民がまっ先に話の中で聞かれることです。委員会の１月に初めてぎりぎりどの

ぐらいだろうと言うことは示されました。７万円台というのは原課のほうから言われて、昨日の議

会はまだはっきり解りません。そうなんでしょうけども、これは８万円台の話。しかし町民の説明

書の中での９万円台の話がされている。先ほどの他町村のケアハウスは、暖房費がかかる冬。これ

を合わせて７万円台です。誠意ある答弁が僕は必要かなと思っております。私は町民にしっかりし

た説明ができる議論がまだ足りないと。無責任でこの予算案というのは、もう一歩考えることなん

だろうと思っております。 
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議員の皆さん、賛成はいつでもできます。まだ時間はあります。来年度までの時間はまだありま

す。建設の反対ではありません。建設の反対をしているわけでなく１歩踏み込んで、ここで立ちど

まって、しっかりと内容を精査する時間も私は必要だと思うんです。是非議員の皆さん御賛同いた

だいて、反対の討論とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 賛成の討論ありますか。無ければこれで討論を終わります。 

 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第１８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） 

起立多数です。従って、議案第１８号 平成２９年度清里町一般会計予算は原案どおり可決され

ました。 

 

●日程第５  議案第１９号 

○議長（田中 誠君） 

日程第５ 議案第１９号 平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算を議題とします。 

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１９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。従って、議案第１９号 平成２９年度清里町介護保険事業特別会計予算は原案と

おり可決されました。 

 

●日程第６ 議案第２０号 

○議長（田中 誠君） 

日程第６ 議案第２０号 平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計予算を議題とします。 

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２０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
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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。従って、議案第２０号 平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計予算は原

案のとおり可決されました。 

 

●日程第７  議案第２１号 

○議長（田中 誠君） 

日程第７ 議案第２１号 平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

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２１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。従って議案第２１号 平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計予算は原案と

おり可決されました。 

 

●日程第８  議案第２２号 

○議長（田中 誠君） 

日程第８ 議案第２２号 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計予算を議題とします。 

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２２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。従って議案第２２号 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計予算は原案のと

おり可決されました。 

 

 

●日程第９  議案第２３号 

○議長（田中 誠君） 

日程第９ 議案第２３号 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 
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(「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２３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。従って議案第２３号 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計予算は原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第１０  議案第２４号 

○議長（田中 誠君） 

日程第１０ 議案第２４号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計予算を議題とします。 

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２４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。従って議案第２４号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計予算は原案のとおり

可決されました。 

 

 

●日程第１１  道外所管事務調査報告 

○議長（田中 誠君） 

日程第１１ 道外所管事務調査報告についてを議題とします。 

本件について、委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 議会閉会中の継続審査案件について、調査研究を行うために、総務文教常任委員会・産業福祉常

任委員会合同で、平成２８年１１月１４日～１８日までの５日間、道外所管事務調査報告を行った

ところであります。 

 調査内容につきましては、島根県邑南町における「日本一の子育て構想について」・「A級グルメ

構想について」、鳥取県日南町における「環境貢献ができる道の駅」「にちなん日野川の郷」「産学官

連携よる取り組みについて」、岡山県新見市における「ICT 教育の取り組みについて」「防災公園に

ついて」調査研究を行ったところであります。 

 いずれに自治体においても、過疎化、少子高齢化の進行が著しい中で、地域振興対策、まちづく

り対策の先進事例であります。詳細は報告書に記載してあります。 
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 今回の調査結果につきましては、これからの議会常任委員会活動における政策提言等に活かして

いく所存であります。 

 以上で、報告を終らさせていただきます。 

 

○議長（田中 誠君） 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。 

(「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、道外所管事務調査報告についてを終わります。 

 

●閉会宣言 

○議長（田中 誠君） 

これで本定例会の日程は、全部終了いたしました。会議を閉じます。 

平成２９年第１回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

（午後１時１６分閉会） 

 

 

 


