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平成３０年第６回清里町議会定例会会議録（１２月１３日） 

 

平成３０年第６回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇 

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    １番  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇 

   

４．欠席議員は次のとおりである。 

なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

なし 

 

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

           町 長   櫛 引 政 明 

           教 育 長   岸 本 幸 雄 

           代 表 監 査 委 員   篠 田 恵 介 

           農 業 委 員 会 長   森  本    宏 

           選 挙 管 理 委 員 長   工 藤 特 雄 

           副 町 長   宇 野  充 

           総 務 課 長   伊 藤 浩 幸 

           企 画 政 策 課 長     本 松 昭 仁      

           町 民 課 長   河 合 雄 司 
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           保 健 福 祉 課 長   野呂田   成  人 

           保 健 福 祉 課 参 与      長 野 徹 也  

           産 業 建 設 課 長   藤 代 弘 輝 

           焼 酎 醸 造 所 長   清 水 俊 行 

           出 納 室 長   熊 谷 雄 二 

                     生 涯 学 習 課 長   原 田 賢 一 

           監査委員事務局長   溝 口 富 男 

           農業委員会事務局長   藤 代 弘 輝 

           選挙管理委員会事務局長   伊 藤 浩 幸 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

           事 務 局 長     溝 口 富 男 

           主 査   寺 岡 輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   議会報告第１号  平成３０年度定例監査の結果について 

   一般質問    （５名 ６件） 

   議案第５６号  清里町気象情報連絡施設条例を廃止する条例 

   議案第５７号  斜里岳山小屋の指定管理者の指定について 

議案第５８号  平成３０年度清里町一般会計補正予算（第６号） 

  議案第５９号  平成３０年度清里町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

  議案第６０号  平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 

  意見案第９号  日米物品貿易協定交渉に関する意見書について 

  道内所管事務調査報告について（議会運営委員会） 
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                                                         開会 午前９時３０分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただいまの出席議員数は９名です。 

ただいまから、平成３０年第６回清里町議会定例会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

   ●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において１番 伊藤忠之君、２番 

堀川哲男を指名いたします。 

  

   ●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） 

 議会運営委員長報告。本定例会の会期は、提案件数、議案の内容から判断して、本日１日間と

することが適当と思われます。 

以上が議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

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

か。 

（「異議なし」）との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（田中誠君） 

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

 

○議会事務局長（溝口富男君) 

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

の出席報告についてであります。（１）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

め各議員が出席をしております。 
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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であります。（１）総務文教常任

委員会から（３）議会運営委員会まで１ページから２ページに記載の期日案件で会議が開催され

ておりますのでご報告申し上げます。 

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３０年１１月分について３ページ

のとおり提出されております。適正であるとの報告であります。 

４点目、平成３０年第６回清里町議会定例会説明員等の報告について、４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。以上で報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４ 町長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは町長の一般行政報告を申し上げたいと存じます。 

まず大きな１の主要事業報告についてであります。１点目の寄付金の採納についてであります

が１２月７日、有限会社片山電気商会より清里町の振興発展のためにと１００万円のご寄附をい

ただきましたので、ここにご報告を申し上げます。 

次に大きな２の主要事業の執行状況についてでございます。１点目の議決工事の進捗状況でご

ざいます。平成３０年１２月１日現在における工事の進捗状況でありますが、ケアハウス外構整

備工事につきましては記載の工期、工事内容により実施しておりまして、各工事が完了し、成果

品資料の作成中でございます。進捗割合は９５％となっております。次の清里中学校グラウンド

改修事業につきましても、記載の工期工事内容により実施がされておりまして、工期どおりに完

了したところでございます。 

次に大きな３の主な会議行事等の報告についてであります。自治会長会議でありますが１２月

５日、町民会館にて開催がされております。年末年始における公共施設の利用や冬期間における

除雪体制、各種施策事業の進捗状況、当面する事務事業等の周知と各課からの連絡依頼事項など

について、それぞれ所管課より説明をさせていただいたものであります。自治会長２７名が出席

をいただいております。 

次に第２回知床地方版図柄入りナンバープレート導入検討協議会についてであります。１２月

５日、羅臼町役場にて開催がされております。応募をいただいておりました図柄入りナンバープ

レートのうち、選考委員会で事前に選考していた５つのデザインについて、各町の住民アンケー

トにより町民皆さんの意見聴収を進めていたところではありますが、選考委員会にて集計結果の

報告をいただきましたので、改めて協議会として構成７町の意見を聞き、最優秀作品１点、優秀

作品２点を選考したものでございます。なお、最優秀作品のデザインにつきましては国土交通省

において審査を終えて決定される予定となっているところであります。 

次に２ページをお開きください。平成３０年度第１回総合教育会議についてでございます。１

２月６日、役場３階各種委員会室で開催がされました。清里高等学校の総合支援対策、各学校施
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設の改修や平成３０年度の全国学力学習状況調査の結果について、教育委員会事務局より報告説

明をいただいた後に、平成３１年度の教育予算やスクールバスの体系などについて意見交換を行

ったものでございます。 

次に清里町特産品の夕べについてでございます。１２月７日、コミュニティーセンター２階ホ

ールにて開催されております。当日は、吹雪混じりの悪天候の中ではございましたが、約１３０

名の方が来場されました。特産品の開発販売を進めております出店団体と高校生のグループ、ご

当地グルメの皆さんにも参加をいただく中、新メニューの開発やＰＲタイム、特産品の大抽選会

などが行われ盛会のうちに終了した次第でございます。 

次に光岳小学校の閉校式についてであります。１２月８日、光岳小学校体育館にて開催がされ

ております。当日は在校児童１３名とオホーツク教育局長並びに清里町議会議長を初め、町内外

から多くのご来賓の皆さん、そして同窓生や歴代の校長先生、職員の皆さん、地域およびＰＴＡ

の皆さん、合計２２０名の御出席をいただき開催されております。国歌・校歌の斉唱に続き、主

催者及び教育長、学校長からの挨拶とオホーツク教育局長、清里町議会議長からの挨拶をいただ

いた後、在校児童全員での合唱を披露し、大正２年の開設から今日まで地域とともに歩んできた

１０５年の校歴に幕を下ろしたものでございます。今日まで御尽力をいただきました全ての皆さ

んに改めて感謝とお礼を申し上げる次第でございます。以上で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。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

  質疑なしと認めます。 

 これで町長一般行政報告を終わります。 

 

   ●日程第５ 教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

１、主な会議行事等の報告であります。１点目、第６２回清里町文化祭について。１２月１日

～２日の２日間にわたり、「みんなの心に文化の明かりを」をテーマに、プラネットを会場に開催

され、１日目は第１部として第３６回小中高校、音楽発表会が町内すべての学校から児童生徒が

参加し行われました。合唱や金管、吹奏楽演奏などが披露されたところでございます。２日目は

第２部舞台発表が行われ、町内各団体から多くの方々の参加によりまして、見事なパフォーマン

スが披露されたところでございます。また展示部門におきましては、子供から高齢者まですばら

しい作品の数々が展示され、多くの来場者を楽しませていただきました。この他、自治会女性部

連絡協議会などの御協力をいただきまして、食堂、ドーナツ、クッキーの販売。お茶会などが行

われまして、２日間を通して延べ約１千名の来場のもと盛会のうちに終了いたしました。 
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２点目、平成３０年度清里町文化賞スポーツ賞授賞式について。１２月２日文化祭舞台発表に

あわせて行われ、今年度は長年に渡り本町の文化振興に寄与されました方に文化賞を、またスポ

ーツの各大会で優秀な成績を納められました方々にスポーツ賞並びにスポーツ奨励賞をそれぞれ

教育委員会より授与いたしました。 

２の教育委員会の開催状況であります。第９回教育委員会が１２月６日に開催され、記載の案

件について審議、決定されております。以上申し上げまして、教育長行政報告とさせていただき

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

   ●日程第６ 議会報告第１号  

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 議会報告第１号 平成３０年度定例監査の結果についてを議題とします。 

 本件について、報告の説明を求めます。代表監査委員。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君） 

 それでは、平成３０年度定例監査の結果についてご報告をさせていただきます。地方自治法第

１９９条第４項の規定により、定例監査を実施したので同条第９項の規定により監査結果に関す

る報告書を提出するものでございます。 

１、監査の期間でございます。平成３０年１０月２４日から２５日の２日間行っております。 

２、監査の対象でございます。平成３０年９月３０日現在の一般会計及び特別会計における予

算の執行状況、事業の執行状況、財産の管理状況、その他でございます。 

３、監査を行った部局等でございますが、町長部局及び各委員会等でございます。 

４、提出を求めた資料でございます。（１）の各会計の予算執行状況に関する調書から（８）

その他、必要に応じ求めた書類でございます。次のページに参ります。 

５、監査の結果でございます。 

（１）予算の執行状況、①監査の方法。一般会計及び各会計に係る歳入歳出予算の執行状況に

関する資料の提出を求め、担当者から資料説明、内容等の聴取。また関係書類の確認等により

監査を実施しております。②監査の結果でございます。各会計における予算の執行状況につい

ては次のページのとおりでございまして、計画に基づき全般的に概ね適正に処理されているも

のを認めるものでございます。 

（２）事業の執行状況及び契約の事務処理でございます。①監査の方法でございますが、事業

の執行状況については各課より工事等実施状況調書の提出を求め、各種工事、物品購入、委託

事業など３４４事業のうち、６４事業について監査を実施しております。監査の実施にあたっ

ては事業概要、契約書、完成写真等の関係書類の提出を求め、必要に応じ所管課より説明を受
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けております。また焼酎醸造所における醸造販売管理システム借上事業、電動フォークリフト

更新事業、小荷物専用昇降機改修工事並びに合同納骨塚新設工事について、実地監査を行って

おります。②監査の結果でございます。事業の執行状況にはそれぞれ工事等の実施計画、工事

工程表に基づき、予定どおりの進捗状況である。また契約等の事務処理にあたっては、財務規

則等法令に基づき施行されており、全般的に概ね適正と認めるものでございます。 

（３）その他の監査でございます。①監査の方法でございます。公金の取り扱いについて、出

納室、札弦支所、緑支所に出向き、実地監査を行ってございます。②結果の方でございますが、

支所等の公金の取り扱いは正確であり事務処理についても適正になされているものでござい

ます。 

6、総括。予算の執行状況並びに事務処理については法令条例等に沿い、概ね適正に処理さ

れていると認めるものでございます。以上を申し上げまして、平成３０年度定例監査の結果に

ついての御報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、議会報告第１号 平成３０年度定例監査の結果についてを終わります。 

 

   ●日程第７ 一般質問 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 一般質問を行います。順番に発言を許します。 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 おはようございます。先に通告いたしました地域公共交通について２点ほど質問させていただ

きます。 

まず１点目として、清里町における公共交通の現状は年々厳しい環境下に置かれていると考え

られます。この交通体系、大きく体系化すれば４つほどに分別されるかなと思っております。そ

の中でまず１つ目としてはやはり鉄道、飛行機、バス、タクシー、船などの公共交通。２つ目と

して各種福祉サービスに寄与する障がい者あるいは要介護者の移送を行う交通体系。また３つ目

といたしまして教育に関連した通学支援あるいは清里高校スクールバス等のバス支援。また各種

社会教育としての移送手段に伴う移動交通。そして最後でありますけども、生活あるいは町内に

おける各種行事に伴う、移動交通。大きくこのように４つに分別されるのかと思っております。 

これらの現状の各種交通支援について福祉目的にある支援と単なる移動目的のための支援と

に大きく区別されますが、それらを含め、広範囲な清里町全体の交通支援について、まずお伺い

いたします。 

２点目として清里町の全体の交通支援を考えるとき、高齢運転者による交通事故防止に関する

取り組みの観点からも早急な政策を施すべきと考えますが、今後の免許自主返納を促す上でタク
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シー券の配布等をすべきと考えますが、この２点についてまず１回目町長の所見をお伺いいたし

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただ今、前中議員より御質問をいただきました。地域公共交通の関係でございますが、１点目

の清里町における地域交通の現状と各種支援策の取り組みの関係でございます。 

清里町内の交通体系は現在ＪＲ釧網線が上り７便、下り５便が運行されております。またバス

路線におきましては、上斜里江南線がスクールバスとして３便。緑線が、路線バスとスクールバ

スあわせた併用路線として３便運行されております。これらバス路線につきましては、地域住民

の方々も乗車できるようになっているスクールバスもございます。なおバス路線の運行につきま

しては、今年度末をもって光岳小学校が閉校になりますのでスクールバス路線としての見直しを

現在進めているところであります。引き続き地域住民の方々も乗車できる方策を整えていきたい

と考えている次第でございます。 

また民間のタクシー事業につきましては、現在２台のタクシーが常時運行されている状況にあ

ります。さらに御質問にありました福祉施策と致しましては、ホームヘルプ事業による買い物、

通院などの送迎サービス。さらに介護の費用助成をする、送迎介護サービス事業を行っている他

に、難病者等通院交通費助成制度の支援も実施しているところであります。さらには生涯教育の

観点からことぶき大学の送迎や各種研修などでも運行しておりまして、公共、民間、福祉、学習

の観点から、本町における交通移動支援を実施しているところでもございます。 

次に２点目の高齢運転者による交通事故防止に関する移動支援対策の関係でございます。本町

における運転免許証保有者総数につきましては、昨年末現在で２千８２２名でございます。その

うちに６５歳以上が１千９７名、７５歳以上が３５９名となっております。自主的に免許を返納

された方は平成２６年度以降３４名おり、自ら交通安全対策を講じている方が増えてきている状

況にあります。また平成２９年３月の道路交通法の改正によりまして、高齢者の交通事故を防止

するため一定の違反行為をした場合には、認知機能検査や講習が義務付けられておりまして、法

律上でも高齢運転者の安全対策が図られているところでございます。 

また本町におきましても交通安全週間などの期間中には啓発活動を行っておりまして、ドライ

ビングシミュレーターの体験や夜光反射板の窓口配布など、高齢者の交通事故防止に向けた安全

対策を図っているところでございます。高齢運転者の交通安全対策につきましては引き続き強化

充実を図らなければならないものと考えているところでございます。 

高齢者に対するタクシー運転助成等の関係につきましても、高齢者の方々が免許を返されると

いうこと以外に、年齢的なものがあって徐々に運転業務ができなくなるというようなこともあり

ますし、全体的な高齢者の足の確保という観点から新たな考えで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存じます。以上申し上げまして、１回目の答弁とさ

せていただきます。 
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○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 今、町長の方から本町における交通体系ということで、私の方も大きく４つのカテゴリーと言

いますか、そういう観点からの質疑で４点の項目の中で説明がございました。公共交通、特にＪ

Ｒに関して言えば、一昨日北海道新聞にも経営危機というシリーズもので記事が出ておりまして、

また一昨日の道議会の特別予算委員会の中で、初めて知事がある程度車両の更新等に関する部分

で支援の方向を出していきたいという発言がございました。そういった中、８路線の沿線協議会

の首長でもある本町にとって、また次の新たなるステップに動かざるを得ない。大変厳しい状況

ではありますけども、そこら辺はしっかりと検討し、前向きな判断の中で対応していただきたい

と思っております。 

私は今回交通体系の中で、一昨日の先般の文教委員会の中で路線バスと通学バスの緑線運行を

廃止し通学バス運行の中で、町民も利用できる方向で検討されているという、そういう説明があ

りました。この点について、やはり光岳小学校の閉校、そして平成３１年度の４月より本町にと

って小中ともに統合された一校の形で通学バスが運行する、本当に時代の流れとはいえ子供たち

の通学支援をどう捉えるかというのは大変難しい問題でもありますけども、そこはしっかりと丁

寧に進めなければならない、そしてまたそこに今まで乗り合い的な要素で路線バスの活用という

ことで緑線に限ってですけども２００円の料金体系の中で払えば乗れるという現実。それが今後

すべてスクールバスの運用の中で執り行いたいというような報告がございました。その点につい

て現場の中の話ではございますけども、これが全てではないと思うんですけども、そういった意

味では町民の生活の部分としての足の確保ではなく、ただ現状の中での緑線の対応を、スクール

バスの中でどう対応するかというのを、町長が描いている方向性を答弁していただければと思い

ますんで、よろしくお願いいたします。 

また併せてですけども、福祉サービスの観点で種々福祉サービス事業がございます。その中で

私が一番ちょっと気にはなっていたのは、議員になったころ、２３年ですけども２００回近い利

用がある事業がありますけども、だんだん利用実態が空洞化されていまして、一昨年あたりは１

割程度の利用しかない、この辺についてどう捉えているか。端的に介護送迎サービス事業だとか

送迎介護事業サービス。言葉は似たようではありますけども全く性質の違うものというのも捉え

ております。そこら辺の部分、介護保険の移行により利用できる、できないという問題もありま

すけども、あるいは他に違う何らかの理由があるのか。その２点再質問になりますけども、答弁

のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの御質問でございます。子供たちの通学に供しているスクールバスと、そして特に緑

においては路線バスの併用という事で今日まできたわけでございます。現在における町の交通手

段としては小中学生については、スクールバスを活用しております。また高校生の通学には、小
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清水からはスクールバスを運行しておりますし、また清里町の子供たちが網走、斜里方面という

のは、これはＪＲを使っていただいているということでございます。 

また一般の皆さんにおいては交通移動手段としては公共交通の部分でいけばＪＲ、そしてまた

緑線を活用した路線バスということになっておりますが、一般的にはスクールバス併用の路線バ

ス、以前にもお話をしたことはありますが、この１年間ほとんど利用されていないという実情も

あるということも事実ではないかなというふうに思っている次第でございます。もともとこの路

線バス、特に緑線については、中学生・高校生の対象とするスクールバスということで利用を始

めたわけでありまして、路線の形態上、緑・札弦方面から朝来る部分、また帰られる部分という

ことで３便、利用をするように出来ておりますが、そのうち朝の便それから夕方の便、１便ずつ

については路線バスとして斜里バスさんがそれの併用運行をしていただいていたということであ

りまして、現実的には先ほど申し上げましたように、路線バスとして一般町民はほとんど利用が

されていないという事実もあるわけでございまして、専らスクールバス的な要素がもう１００％

に近いような了見で成り立っていたというふうに理解をしているわけであります。 

緑が今既にこの４月から統合されまして、清里まで緑の子供たちが来ております。そして明年

の４月以降は、光岳の子供たちが清里までということに相成ってまいりますので、全体の子供さ

んの数からいっても緑線を活用する従来までの手法では運行ができないということもありまして、

町内的には４つの区域に分離をして、そしてスクールバスを運行していきたいということであり

ます。１つは上斜里方面、もうひとつは向陽・江南方面。そしてもう１つは札弦・神威方面。さ

らに、緑方面と、この４地域で分割をしていきたいということでありますので、当然分割をされ

るとなれば、通しての運行がありませんので、それについては、今スクールバスの利用の関係と

あわせた緑線の関係がございますので、斜里バスさんの方にもこういう運行体系で、スクールバ

スとしては運行していきたいという話を申し上げているところであります。路線バスを維持する

かどうかについては、斜里バスさんのバス運行者としての考え方によるものというふうに理解を

しているところであります。 

また斜里バスの路線が仮に緑線が廃止されると、これに合わせて廃止されるということになれ

ば斜里の町民も清里町の境界から斜里の市街地まで利用されている方がおられると思いますので、

それらの関係もありますので、斜里の役場の方にも清里側としては、スクールバスの運行がこの

ように考えていますということで申し入れをしているところでございます。それらの方法を踏ま

えながら、今後さらに地域の子どもたちのスクールバスの利便性を考慮しながら時間帯とそして

便数を詰めてまいり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。 

それから次の質問でありました、送迎サービスと福祉バスとの関係でございます。福祉サービ

ス事業については、介護保険、また障がい制度の中で支援をする町の制度でございまして、当時

は要介護１以上でないと、要支援の方々の通院を支援することができないと保険制度の中であり

ましたので、そこから外れる現在で言えば、要支援という部分ですか。そこら辺については町が

単独で支援をしていたということでございます。利用回数も平成２０年時点では２５０回以上の

利用がございまして、また利用者についても町内町外を合わせて１０数名の方々が制度を利用し

ていたということでございますが、それらの方々も要支援から要介護になってきたということも

ありますし、またお亡くなりになられた方もおられるというようなことで、利用数が減少をして

きているということでありますし、さらに要支援要介護の部分についても介護保険での適応がさ
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れるようになってきておりますので、該当しない方々がぐっと減ってきたということもございま

す。そんなことで、御理解をいただきたいというふうに思いますし、また難病の関係の人工透析

の部分でも別枠タクシーサービスと介護サービスを行っておりましたが、これも今現在では当時

スタートしたときの該当者は一人もおらなくなったということでありますので、そこら辺につい

ても現在は利用の方々がおられないということで、実際の利用数においては０という、今の段階

ではそんな状況になっておりますので、当時、人口透析の部分については日赤さんと色々な都合

でございましたので、制度的には廃止がされたということで御理解をいただければというふうに

思っている次第であります。以上申し上げ答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 緑線の路線バスという関係で今説明がありまして、バス事業所との判断に委ねる部分はありま

すけども、委員会としてはスクールバスということで４路線という方向で今説明されたわけです

し、委員会の中もそういう方向で伺っております。 

それからもう１つ同じ４路線プラスやはり高校の小清水からのスクールバス。通学支援という

ことで小清水町内の生徒を通学させているバスも１つありますから、４プラス１。５つぐらいの

路線かなと思っております。 

ただその中でどうしても緑の路線バスがなくなるということは、町内だけのエリアの移動に関

しては確かに何ら支障はないと思いますけども、今現状の中で唯一そのバス路線の中で斜里にア

クセス出来るのは路線バスとしての緑線。これしかない実態であります。ＪＲがありますよとい

う話も現実、先ほど町長の方でもありますけども。全部で５路線ありますけども、その活用もあ

りますけども、なかなか駅となると、そこまでの移動のこともあって移動ポイント同士がうまく

連携してつながるというのがなかなか厳しい実態がこの清里町の実情かなと思っております。 

他の町村に比べればまだＪＲがあるからいいでしょうという話もありますけども、なかなか一

概にそれが良しとする部分でもない部分もやはり理解していただきたいと思います。 

そういった中でバスの体系がまずひとつそこでなくなるのかなと。その中で乗合的な人も、ま

た同じように町民の方であれば申請を出しながら乗るのも良しとしますという方向で説明があり

ましたし、今現在でもそのような形で進んでおりますけども、なかなか時間的な利便性。これあ

くまでも学校に登下校する時間帯での運行状況というか時間割と言いますか、そういう状況なの

で、大変不便があるのかなと思っております。 

それともう１つ問題提起しなければならないのは、バス路線の運行となると、その年々に就学

する児童の数、あるいは世帯が常に変わる。そう言った固定の路線を確保するのはなかなか厳し

いのかなと。またもう１つそこまでのバス停という問題。これも従来の路線バスのバス停を活用

するのか、あるいはいろんな新しい路線路の中で新たにバス路線の標識等々、あるいはする・し

ないは別ですけども、停留所的な駐輪施設ですか。そういうのも考えるときがあると思うんです

けども、そこら辺、具体的な話にはなりますけども、町長はどのように今の現時点ではお考えな

のか、そこら辺ちょっとお聞かせ願えればと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 バス路線の関係でありますが、現在先ほどから申し上げていますようにスクールバスと併用型

の緑バス路線ということで、バス事業者が運行いただいているところでございます。現状として、

スクールバスの中でのバス路線の関係でいきますと、今も御指摘をいただきましたように、バス

路線というのは運輸局の許認可のもとで運行がされておりますので、路線をその都度変えるとい

うことは基本的に出来ません。事前に申請を挙げて許可をもらわない限り路線をあちらからこち

らに動かすという事にはならないわけでありますし、またその中の停車上の場所も、都合によっ

てあっち行ったりこっち行ったりというわけにもいかない。これも許認可の対象になっておりま

す。そんな中でスクールバスを併用的に走らせるということはなかなか難しいかなと。今現在は

緑まであったもんですから、緑の子どもたちとの部分で運行されておりますが、今度は緑は緑、

札弦方面は札弦方面とスクールバスが分かれますので、１本線の中ではどうしても運行ができな

いと数が多くなりますので、そういうことになれば現状問題としてはスクールバスとの併用とい

う方式についてはかなり困難になってくるんではないかなというようなことでいろいろシュミレ

ーションした中でスクールバスはスクールバスとしての運行で４地域を確保するというスタイル

で今進めているということでございます。 

またそれらの関係も、斜里バスさんの方には私どもとしてのスクールバスのあり方を一応申し

入れをいたしました。それを斜里バスさんが運行するとか云々はまた別の話でありまして、今ま

でスクールバスとの併用での路線バスの関係があったものですから、事前にそういうスクールバ

スの考え方を申し上げたということでありますので、路線バスとして単独で別路線を走らせると

いうことになれば、バス事業者の基本的な考え方で、どうしていくかと利用の形態、あくまでも

路線バスは事業者としての申請になりますから、当然経営収支等、利用者の数、それらを踏まえ

た中でここにバス路線を置くべきか、または否かという部分を検討された上での対応になってく

るのかなというふうに思っている次第であります。 

そこにどうしてもならざるを得なかったのがスクールバス緑線も緑地域も今度は光岳地域も

含めてやるとなれば、別立てになってしまうというようなことで、これがまだまだ人数が少なく

て緑線も神威線も１路線で済むということになれば、従前と同じような形がとれたのかなと思い

ますが、それがなり得なかったということの中でありますので、ご理解を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) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 確認になりますけども、スクールバスとしての運用での対応を町としては考えているというこ

とで、私は今理解をしますし、それに向けてのその個別案件的なバス停というのは、これは行政

である町として設置可能ではないんでしょうかね。 
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○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 路線バスとしては、停留所はこれは認可を貰わなければなりませんが、スクールバスの関係に

ついては、道路運送法でのバス路線とは違いますので、これは毎年毎年子供のその通学の関係で

路線の区域を変えたり停まる場所を変えたりということは十分可能かというふうに思っておりま

すので、個別案件的な部分については教育委員会とも十分に相談をしながらやっていきたいとい

うふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

それともう１点確認なんですけれども、通学バスに町民の乗合的な要素というのも、これも大

変厳しいという理解でよろしいんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

これの関係については従前であれば路線バスの絡みがありましたので料金をきちっと取ると

いうことですが、逆に言ったら取れない。路線バスでありませんので。ただ乗っていただくこと

についてはやはり子供たちとの関係がありますから誰でもかれでもいいんだということになりま

せんので、一定のルールを設けた中で、町民の皆さんも乗れるようなスタイルを考えていきたい

なということで、今進めておりますので乗合的な意味合いも含めて、ただ料金は逆に言ったら今

度は取れませんと言うことになってくるのかなというふうに思っております。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 今スクールバスに関して、大変細かな質疑をした訳ですけども、大きな交通体系の中で今後こ

のスクールバス、通学バスの活用について詳細な部分は今後色々な中での議題かなというふうに

思いますのでこの話題に対して、今回は質問は終わりたいと思います。 

次に高齢者運転による交通事故防止から移動支援について、再質問したいと思います。冒頭町

長の方からも住民基本台帳の説明がございました。私もその中で手元に平成３０年１１月の本当

に新しいデータが手元にあります。清里町における高齢化率ですか。これが全町で３６．３％。

そしてもうひとつしっかりと見極めなければならないのは清里町における後期高齢化率７５歳以

上の割合です。これが今本町では２１．０９％になっています。これが高いか低いかの判断はい
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ろんな意見がございますけども、かなり高いのかなと思っております。 

もう一度先ほどの住民基本台帳の中の数字を見た中で、本町で６５歳以上の高齢化率が高い自

治会ベスト５といいますか、こういうランクづけは大変よろしくないんですけども、１番高齢化

率が高い自治会、札弦地区。はっきり申しまして、札弦第２自治会です。これ６４.７％。次に緑

です。緑が５１．５％。その次に高いのが札弦第１。これも４５．２％です。４５％以上の自治

会が札弦、緑地域に固まっているといいますか、そういう状況下に置かれております。またちょ

っと計算してみましたけども、札弦、緑、そして神威地区にも自治会がございまして、全部で１

０自治会がありますけども、その１０自治会の人口、８８７名のうち約６５歳の人が３９７名で

すか。約４４％の高齢化率。町の平均が３６．３ですけども、これと比較して１０％まではいき

ませんけども、８％以上の高い高齢化率、現時点であります。 

なおかつ先ほども言いました、７５歳以上の高齢化率。これ町内は２１．０９なんですけども、

これも先ほどの６５歳以上の高齢化率でありました札弦第２に限っては後期高齢化率７５歳以上

の割合が４０．４６％、１０人に４人という７５歳以上年齢構成であります。世帯数もそれなり

の高齢化世帯。そういう実態の中で、今その地区にどういう変化が起こっているのか。御承知の

とおり商店街もない、移動手段は、ＪＲはあります。確かに路線バスもあります。でもなかなか

そこまでのアクセスなり利便性のことを考えると、なかなか思うどおり進んでいない実態があり

ます。そういった意味でやはりある程度の福祉的な交通支援よりも、元気な高齢者の移動支援は

大変重要になって来るのかなと考えるところであります。 

議会でも一昨年あるいは昨年同じように交通支援の問題ということで議論がありました。そう

いった意味でどういうあり方がいいのか悪いのか。多種多様ありますけども、今後の中で町長が

次年度に向けてどういう思いで町政をするのか、そこら辺の方向性をしっかりと見極めなければ

ならない部分もありますけども、そこら辺を踏まえた中でこの高齢者に対するタクシーの補助、

これは議会としても検証しなければならない部分でありますから、そこら辺の答弁をいただきた

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) 

 高齢者に対するタクシー助成の関係でありますが、ただ今御質問いただきましたように特に神

威、札弦、緑地区においては、高齢化率が他の地域と比べて一段と進んでいるという状況、これ

は間違いない事実でございます。特にその中においても７５歳以上の後期高齢者の方が、町内的

にも大きく伸びてきているという状況にありますから、単に神威、札弦、緑地域だけでなく、全

体としてもやはりそういう方向性にあるということをしっかり踏まえていかなければならない。 

また先ほどありましたように、交通事故防止の観点からも高齢者に対しての免許返納の勧めも

行っているわけでありまして、そういう意味においても、やはり足をいかに確保するかというこ

とが大きな課題になってくるというふうに理解をする所でありまして、これらの関係についても

近隣の町でも既に試験的に実行されている所もございます。それらの町の制度の内容、十分に我々

としても勉強させていただきたいというふうに考えておりまして、それぞれ私どもで今調べてい

る状況によりますと年齢の問題、また対象者のいろんな部分での問題。さらには、その地域での
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タクシーを使うにしてもタクシー会社との絡み、こういうものもいろいろあるようでありますの

で、ここら辺最も効果的で効率的な方法を十分に検討していまして、前向きに導入に向けた検討

を加えていく時期に来ているというふうに判断をするところでありますので、今後以降どういう

形になるのかも、やはりそれらの関係については足を確保しながら、交通安全対策も含めて検討

をしていくということになっていこうかと思いますので、ご理解をいただければというふうに思

います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 高齢の運転者による交通事故の防止の観点、移動支援という形で答弁いただきましたけども、

これ近隣町村でもしっかりとある程度の手だてなり施策は町長も御存じだと思いますけれども、

やっているのが実状かと思います。私もちょっと調べましたら、これは北海道環境生活部暮らし

安全局から出ている調べでございますけども、ほとんどの市町村がこれに伴う何らかの支援策、

冒頭私はタクシーでって話もしましたけども、すべからく福祉的な移動支援のサービスもあれば、

全くそれとは違う、先ほど後期高齢者で元気で本当にはつらつとしたお年寄りの部分の人たちに

も対する移動支援という、そういう支援も現実行っているところでありますし、近隣でありまし

ても、小清水あるいは斜里町も同じようにタクシーに対する助成等々を出している実態がありま

す。また隣町になりますけども、弟子屈町に限って言えば高齢者のバス、あるいはハイヤーに対

する料金助成、これも具体的に施策の中で出ております。大変恐縮ですけども、年間３千円分の

バス、ハイヤー利用券を交付する。これもすべて７５歳以上の全部の町民。確かに人数的なもの

は、先ほどの住民基本台帳の中でしっかりと理解し数字は押さえられる部分がありますし、そう

いった意味での政策でありますけども考える、そしてもう１つ免許自主返納に対するそのインセ

ンティブと申しますか。そういう施しの対応。これもやはり時代の中で、もう待ったなしに何ら

かの方向で考えていく時期じゃないのかなと思います。 

この免許返納、本当に徐々にではありますけども、データ的にも２５年から免許返納が進んだ

中で先ほどありましたけども、清里町では、２９年が１５名、３０年が８名と急激とは言いませ

んけれども、増えつつある実態。まだもう一押しという表現良くないのかもしれませんけども、

やはりそういった部分での地域における移動支援の対応ができれば、今まで以上に免許の自主返

納が進むのかなと思います。 

先ほど道路交通法の話、町長からもされましたけども、２９年の３月１２日に道路交通法が改

正されまして、７５歳以上の高齢ドライバーが免許更新時に、例えば認知症検査を臨時的に機能

検査が実施されるという項目が付加されております。これは例えば７５歳以上のドライバーが認

知機能が低下した場合に行われやすい違反行為ということで端的に信号無視、あるいは右側通行、

あるいは一時不停止。たくさん色々ありますけども、そういうことを１度７５歳以上のドライバ

ーが起こして警察の方にお世話なった場合、すべからく認知機能検査を受けなければならないと。

これもたび重なる回数を重ねていく段階で、今度は機能検査という形でもう１つ検査が厳しくな

る。そうなると必然的に免許が更新できない。こういう事態がもう差し迫って、僕らも１０年後

そういう時代になったときに、可能性としてはあるんですけども、そういった意味でもやはりこ
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の移動支援の政策の重要性、町長もう一度お伺いしますけども、その点についてどのように考え

るのか。お聞かせ願えればと思いますけれども。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 高齢者の足の確保の観点でありますが、御指摘をいただきましたように、高齢者の皆さんにお

きましては、免許の更新時においても臨時的な認知症検査、そういうものもしていかなければな

りませんし、また実技も年齢によってしていかなければならんと言うようなことになって、それ

をクリアできれば問題ないわけですが、場合によってはクリアができなくなる。また自主的に返

納されるという方も相当数これから出てくるものというふうに思っております。清里町全体では、

先ほど申し上げた数の方々が今現在も返納されたというふうに聞いておりますが、この免許を返

納したから云々という政策というよりも、高齢者全体としての、やはり足の確保という観点から、

全体的な考え方で進めていければなというふうに思っております。たまたま清里町おける７５歳

以上の回答者と言うのは、ほぼ８００名ぐらいおりますのでそういう方々で、福祉的な部分につ

いては、従来から福祉での制度がございますので、それを活用していただくということにもなり

ますが、それ以外の元気な方々に対しても、今申し上げましたような形の中で、支援対策が打た

れていれば良いかなというふうに思っているところでございます。 

ただ、これも相当数の方が利用をされるということであれば、今現状のハイヤー運転事業者の

中で、それがきちっと消化できているのか。今現状でやられているところの町の状況も聞くとな

かなか利用が現実はできないと台数が少ないんで、例えば一人が医療機関に使うと何時間か、そ

こで留まってしまうということになれば、利用ができないというような話もしておりますんで、

効率的にやれる方法を検討加えながら進めていく必要もあるだろうというふうにも思っている次

第でもございます。 

特に元気な方々で、家に閉じこもっているというのでは、せっかくの生活に余りよろしくない

わけでありますが、遊びに行ったり、また病院も必要ですし、買い物に行ったりとそういう普段

の日常的な部分での支援ができるようになっていけば、よりベターかなというふうに考えている

ところでもありますけれど、もう少し内容をしっかりと詰めた中で、また相談をさせていただけ

ればというふうに思っている次第であります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

今、全体の中で、どうこの支援を考えるかという話が出ました。確かにそうです。全体の中で

どのように事業展開していくのか。これは５年、１０年後の先を見据えた中のまちづくりの中で、

やはり根幹の部分かなと思います。ただ、現実的に本当に困っているという実態も高齢者の中に

はあります。 

全体にと言いましても、どのような形で今後政策に向かってとり進めるのかというと、いろん
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な手法があるかと思いますけども、全体でこの町の地域交通を考えるそういうような協議会。こ

れ国交省から出ていますけども、地域公共交通活性化再生法に基づく協議会。これが１つの落と

しどころと言いますか、そういう設置をし、その中で何度も何度も町長が答弁に出ます。全体の

中でということが、これは町内における運送事業所の方々。あるいは路線バスの事業所あるいは

ＪＲ。あるいは町内における自治会及び老人クラブ。多種多様の団体の中で協議会を設置し、そ

の中で清里町の交通体系をしっかりと考えましょう。その中には冒頭の質問中にありましたけど

も、スクールバスと言いますか、通学支援に対するバスのあり方。あるいは今僕が何度も話をし

ていますけども、タクシーの部分。これも同じようにすべからく個人事業者でありますから、な

かなかそこら辺も合議の中でこの交通体系を立案する、これが多分この法案の趣旨かなと思いま

すんで、そこら辺の体制づくり、これがやはり本町にとって一番大切で、なおかつ近々に取り組

むべき課題かなと私自身が思っていますけども、町長、その辺の御認識、どのようにお考えかお

聞かせ願えればと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 先ほど来申し上げております地域交通の体系づくりの関係でありまして、現在ＪＲの釧網本線

やスクールバスの併用による、緑路線バスの関係。また、生涯活動でのスクールバス、タクシー、

そして自家用車とそれぞれの交通機関を駆使しながら、町民の皆さんは移動をされているという

ことでありますが、今路線バスの関係も大きく環境が変わりつつあります。それからＪＲの関係

についても今後の見通しがまだ立っていないというような状況下でもあるわけでありまして、ま

た一方では少子高齢化ということで免許を返納される高齢者の方もどんどん増えてきている。ま

た元気でありますけども、やはり認知症とかそういう部分での免許の保持が難しくなってきてい

るというような、そういう現況を踏まえた中において、地域の交通体系のあり方とこれはやはり

早急に示していく必要があるだろうというふうに理解をしているところでございます。 

今現在、町においても法に基づく地域公共交通の計画とは全く別ですが、快適な町のあるべき

交通体系という部分において、シナリオを策定中でございまして、事務的に今進めているところ

でありまして、これが一定程度事務的なたたき台がまとまってきた段階では、やはり多くの皆さ

んの御意見を聞いていかなければならないということになってこようかと思いますので、その中

で、具体的にしからばという部分での御提案御意見をいただきながら進めていければというふう

に考えている次第でございますが、このことで、この高齢者の部分での話については、それとは

全く別に、制度と支援策としてどうするかという話になってまいりますので、それはそれとして

進めてまいりますが、支援制度としては、やはり早急な結論を出していく必要があると私は認識

をいたしておりますので、どういう手法になっていくか別にしても、今後の早い段階でのそれら

の対応については、検討していきたいなというふうに考えているところでありますので、ご理解

をいただきたいというふうに思うところであります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。残り時間が５分少々ですので、最後の質問ということでお願いします。 
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○４番（前中康男君) 

 最後になりますけども、今後に向けて、町長、最後の言葉の中で前向きに検討していきたいと

いう言葉をどう捉えたらいいのか、ちょっとあれですけども。 

第５期総合計画が終えて、平成３３年度から新たな第６次清里町総合計画の立案がされるわけ

ですけども、なかなかこの交通体系について過去の資料を見ましても具体的な文言等々がなかな

か見られず、やはり大まかな言葉ではありましたけども、やはりこれからの清里町のまちづくり

の中でこの交通計画、これがやはりまちづくりのフレームといいますか、根幹に差しかかってい

る、その交通に私たち町民が行政と一体となり寄り添い、協働と共創の概念の中でまちづくりを

進める。やはり今後この計画の中にこの交通、しっかりと提示しながら考えていただきたいと思

います。 

デマンド等々の問題は、この後質疑もありますけども、そういう部分の最初の入り口としての

公共交通のあり方の協議会。これをやっぱりすべからく住民の手で、このことは本当に動線の動

きはすぐにある程度はわかります。そういった意味で計画立案する。そしていろいろな人が移動

することがやはり町の活気にもなりますし、いろんな行事の参加率の向上。これは生活面で本当

に町づくり中でも人の移動が根幹ですから、やはりそこら辺は重々考慮いただきながら、次の総

合計画の立案に向けて検討していただきたいと思います。これをもちまして私の質問に代えさせ

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) 

 地域交通体系の関係でありますが、総合計画の１０カ年計画の終了期間があと２年ということ

でありまして、平成３１年から次の第６次にむけた計画の策定に向けた準備、進めていかなけれ

ばならないというふうに考えているところであります。また地域交通体系の簡易的な計画につい

ては、それを待つということでなくて、明年からその体系づくりに入っていかなければならない。

ですから総合計画の中には先にこの交通体系の部分については検討委員会等を設けながら先行さ

せ、出来上がった計画を総合計画の中に取り込んでいくと、そういうような手法をとりながら、

早い段階で明確に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ので、これらの進捗又

は策定にあたっていろんな部分でご支援をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げて答弁

とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで前中康男君の質問を終わります。ここで１０時４５分まで休憩といたします。 

 

 

休憩 午前１０時３５分 

再開 午前１０時４５分 
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○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を行います。次に河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 それでは通告しております、コミュニティー交通の取り組みについて地域住民が必要としてい

る交通手段をどのように考え検討されているかについて伺います。 

地域公共交通については十分答弁いただいておりますが、残念ながらこの交通の問題、私も２

０１６年１０月ＪＲの問題が出て、３度ほどいろんな形で質問をさせていただいております。交

通に関するＪＲの問題、路線バスの問題と別にＪＲを残すという結論の中でいただいていますけ

ども、鉄路を残すことじゃなくて、これをどう生かすかということが議論の本題になりますので、

路線バス、公共交通であるＪＲを生かすためにはこの交通をどう使うかという活用の仕方、ＪＲ

については駅まで行かなきゃいけない、バス停までいかなきゃいけない。いろんな問題がありま

す。 

その中で今回あえてコミュニティー交通の標題とさせていただいたのは、交通は人と人との交

流をはかり移動だけでなくて人の交流、コミュニティーを豊かにする。この目的の部分で、公共

交通維持は高齢者福祉に重点が置かれていますけども、先ほど答弁いただいた中で元気な高齢者、

小さな子供、交通に不便している方は、必ずしも高齢者だけではないという現実も捉えていただ

きたい。誰にとっても暮らし良い町、安心して移動できる、町民が出会えるコミュニケーション

ある町をつくるために絶対必要な部分なんだということを考えております。この辺について、過

去の３度の質問の中で、３０年度には検討に入るという答弁を町長からいただいている。その中

身については、先ほどの質問の中で大きな体系づくりについて検討はしておりますということを

言われております。 

しかしその中身はどう進められているのかっていうことについて、この１点だけです。この進

め方、私は非常に大事な部分だと。この交通体系をどうやって進めるのかは行政主導で行くこと

ではないんだろうと思いますので、当面、今考えられていることについて分かる範囲で伺いたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま河口委員より御質問をいただきました、コミュニティー交通の取り組みについての地

域住民が必要としている交通手段をどのように考え検討されているかと、この件についてお答え

を申し上げます。 

本町の地域交通の体系につきましては、モータリーゼーションの普及やスクールバス運行体系

の変更、さらには急速な高齢化の進捗などにより、大きな転換期を迎えていると認識をしている

ところでございます。そうした中、本町では現在、地域交通体系の素案のたたき台を事務的に策

定中でございまして、児童生徒の通学の確保や福祉、医療対策としての交通手段はもちろんのこ

と、高齢者の足の確保対策についても検討を進めているところでございます。またコミュニティ

ー交通等の検討においても、これら交通体系の運行に直接かかわる関係の方々はもちろんのこと、
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住民の方々の御意見も十分に伺える仕組みをつくりながら、町全体の交通体系の指針として樹立

をしていかなければならない。そのように考えている次第でございます。 

なお先ほども申し上げました２０２１年から第６次清里町総合計画の自立に向けて、これらの

作業を進めていくことになりますが、この地域公共交通のあり方については先行した地域交通計

画の策定、それに基づく計画の流し込みをしながら全体の計画の中にとどめていきたいというふ

うに考えている次第でもございます。先ほどにありましたそれぞれの交通機関交通網を生かして、

どう活用するかとここら辺につきましても、御意見もお聞きしながら最終的な取りまとめをして

まいりたいというふうに考えているところでありますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。以上申し上げ答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 今の答弁は、先ほどの質問者に対する答弁と全く同じことを言っていただいているのかなと思

っていますので、それについてはずっと聞いていることで、私の言っているのは今実際に素案を

検討しています。この検討の中身はどういう形で進んでいるのかっていうことをお尋ねしている

わけです。便利な交通をつくります。そういう題目的なことを聞いているんじゃなくて、私が質

問しているということについては、この交通は誰が使うのかということを主体的に考えていただ

きたい。 

日本全国１０年も１５年も前から、たくさんの事例はあるんです。これはもう当然、町長ご存

じだと思います。いろんな形で進んでいるんです。もうそれが上手くいっているところといって

ないところはたくさんある。しかしやっぱり柱になるところは何なのかっていうこと。どの事例

でも最初に言っているのは地域住民が必要としている交通手段をどうやって考えるかということ

が大事なことになります。どんな交通が大事なんですかっていうこと、検討材料を最初に誰が考

えるの、行政で考えることじゃないということをずっと私はこの場で質問して来たつもりであり

ます。大事なこと、それはみんなでまず議論することから始まるんだということを十分言ってい

ると思います。そして多様な立場の人達と対話しながら新しい価値を共創をつくり上げていく。

町長は共創、協働、たくさん使われています。その共創は、全部仕組みをつくって理解してくだ

さい、それは違うでしょう。多くの人たちの対話がない。この場をどうやって作って、その中で

まず進めていける体系を、そこから考えていくことなんだろうと思っております。みんなで議論

する場、いつでもやろうと思えばすぐ出来るはずなんです。これはどういう意向でいるか。町民

をいろんな立場、多様な方がいらっしゃいますので、都合の良いことがたくさんあります。でき

ることできないことたくさんあります。 

ただ私はタクシー券で逃げるというのは絶対に反対。先にどういう仕組みができ上がった時に、

そこができるまでのタクシー券は非常に効果がある。これは福祉対策の事業で地域交通ではない

んだろうと思っています。またその中でできた多くの議論、いろんな小さな意見でも、それが町

民にフィードバックできる工夫をしていっていただきたい。その中で目標を共有し共に事業者、

町民、行政。これがどういう形で協力し出来ていけるか。この中でやっぱり協働による実証実験

というのが始まってくるんだろうと思っています。まもなく４千人以下になるこの町がどうやっ
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て、そこの町で暮らしやすい環境をつくっていくか、これの中身は、非常に僕は交通というもの

は大きな一つの位置づけだと思っております。特にまちづくり、たくさん言われてきていますけ

ども、これの中心、今後まちづくりの中心として組み立てることが大変重要だと思っております

ので、その辺は町長どのように考えているか答弁お願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 地域交通体系に関わらず、まちづくりについては住民を主体にしながら、参加のもとで協働共

創のまちづくり、これ私のフレーズでもございます。当然住民の皆さんと相談をしながら、一定

の方向性を出していくということになるわけでありますが、すべて最初からどうしますかという、

そんな無責任な話ではないというふうに思っております。やはり一定の方向性と考え方を示しな

がら、それに対して肉づけをどうしていくかという手法を取っていく必要があるだろうというふ

うに私は判断をいたしておりまして、地域交通体系についても、事務的にまず一定のスタイルで

つくった中において、それができ上がった段階でさらにその中にどう肉付けをしていくかという

ために協議会なり、または会議というものを求めながら、その中でいろんな意見を聞いていきな

がら、肉づけをしていきたいということでありますから、ちょっと手法が前後どちらかという部

分があるのかなというふうには思っておりますけれども、基本的にはやはり住民の皆さんが、最

も利便性の良い、使い勝手の良い、そういうようなスタイルになっていく、それを目指した計画

をみんなでつくり上げていくと。ただその前段のつくり上げる前段の素案なり、たたき台なるも

のを一定の方向性考え方をこういう計画ではどうでしょうかという、そういう提案をするものを

事務的に作っていきたいということでありますので、そこら辺の手法をちょっと順序が右か左か、

鶏か卵かというところがあるかと思いますけれども、基本的には同じようなルールの中で進めて

いきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただければというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 確かに町長の答弁される、これは非常にスムーズに行く１つの手法。従来からの手法なんだろ

うと思います。 

そうじゃなくて、まずその前に町民の中でいろんな多様な意見がたくさんあると思います。で

きること・できないことたくさんある。それをどうやって少しでも汲み取れるかとれるかという

中の一番最初に、先ほど卵か鶏かじゃなくてまず汲み取ることもやれる。その手法については、

従来と同じ手法体系をある程度決め、そしてコンサルに任して、これはこういう形でとスムーズ

に進めていく、１つの手法。全く異論はありませんが、それ以前にまず町民の多様な意見を聞い

て、その中からここの町の取り組みっていうことが町民に理解してもらうことがまず大事。清里

を知ってもらう、こうあります。それと同じ、町がどのように将来の交通体系をつくっていくか

という事をまず町民が共有するという、これからこの町の交通体系が、自分たちが過ごしやすい、
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暮らしやすい方向に変わっていくっていう、ここの動きが大事なことなんだろうと思うんです。

ある程度決まったできる範囲の交通体系をつくるんじゃなくて、町民からできるだけ多くの意見

を聞く。その中でどう取り組んでいくか。 

非常にここの町はコンパクトにできている。町中、中心から円で周囲５キロだけです。片道１

キロもない。しかし歩く人にとっては２００メーターから５００メーター過ぎれば不便な地域だ

と感じるそうです。その中で中心からどう動くか。それと新栄、江南、札弦ここまでは距離は短

い。緑は確かに距離がありますけど、ここをどう組み立てるかという中では非常に大事な部分に

なりますし、公共交通に話を戻すつもりはありませんけども、うちはＪＲあるいは路線バスがあ

りますと言うけど、実際使えるダイヤではないということも認識している中で、新しくこの町の

モビュリティー清里っていうのをしっかりと新しい形で。 

これはやはり日本でも自慢のできる交通体系、小さな町だからできることは挑戦すればできる

ことだと思うんです。そこで、すばらしい交通体系ができているってことが実質ここで住んでい

ると良いということを知っていただく、その中で交通というのは非常に大事な部分だと私は思っ

ております。 

しかも今後、商工振興計画ができているということですけども、実際にこれができ上がり、そ

この中で大きな位置づけと思っております。出掛ける用事がなくて出てくることはないんだろう。

ますます町の中が疲弊していく。これを振興計画の中で何とか町の中に流れを作る、人の流れを

作る。これは振興計画になってくるんだろうと思います。しかしそこの中には交通という足が必

要なんです。これは単純に移動するということを用意するんじゃなくて、あくまでもその町の中

にどういう用事をつくっていくのかっていうこと。これも大切なことです。それをバックアップ

するには、交通がなければ始まらないことです。 

一つ気になった文献の中で書いてある、首長のリーダーシップがあれば、公共交通を活かした

まちづくりはできるんだと、交通が首長のリーダーシップで出来上がるんだという言葉がありま

した。そのスタートは誰が取るんだということは、やっぱり首長の問題なんだろうと思っており

ます。通院、通学、買い物、通勤。日常生活の中で交通は非常に大事。そして地域産業の振興、

地域の商業の拡大。この中で一部観光ということも利用価値ということの１つなんだろうと思い

ますけども、地域社会の福祉ということでも、すべてにこの交通が中心となって今後進んでいく

べきなんだろうと思います。 

いろんな地域の中のアンケートの中で１つ、地域に公共交通じゃなくて地域交通ができて何が

よかったのかというアンケート。それはいつでも外出できるということが６０％。安心でそこの

地域でいつでも外出できる。これが一番大きい理由。いつでも安心して出かけられるということ

は公共交通は時間が決まっています。先ほどの路線バスでないけども、緑線、私も何度か乗って、

これがどうやって使えるのかっていうことを見ましたけれども、役場前が朝７時２０分ぐらいで

すか。戻ってもそのまま真っ直ぐ緑から戻る。羽衣の学習センター前、その辺から病院に乗る方

が時に何人かいらっしゃる。斜里に行く。先程の町長の答弁の中で、ほとんどの人が使われてな

い。これは使える時間帯じゃないということですね。いつでもその時間に合わせて行かなきゃい

けないというのは非常に大変なこと。 

そしたらどんな車がいいのと言ったらやっぱり究極はデマンド形。どういう形の交通にしてい

くかというのは、これも議論の中で進んでいかなきゃいけないことだろうと思いますので、ぜひ

その辺の再三言っている進め方、今進めている内容じゃなくて、まず町民にここの町の交通って
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どんな交通が良いですか、１つのアンケートと同じような進め方っていうことを再度伺いたいん

ですけども、その辺に関しては、今進めている交通体系の中に含まれることなのか、どうなのか

について住民に開かれた意見を聞く、これも交通体系の始まり。今考えられている中にその文言

が第１番に入っているのかどうかということを伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

交通体系にかかわる計画の策定と実際問題として、町民の皆さん方にどういうような意見聴取

を行っていくかという部分かなというふうに思っております。質問の中でありましたように、交

通の確保というのはまちづくり計画の中においても、これからは極めて重要な課題の一つになっ

てくるだろうというふうには、我々も理解をしているところであります。ただ現状としては、非

常に厳しい状況になってきているということも踏まえながら進めていかなければなりませんし、

ただ交通体系だけをつくって誰が利用するんだと、こういうことをならないようにしていかなけ

ればならないと思っているところでございまして、交通計画自体の策定にあたって多くの皆さん

の御意見を取り入れる手法、今まではたたき台を事務的につくりながら、それらを一定の形がま

とまってきた段階で、いろんな意見を皆さんから広く聞く、そういう場を設けていきたいという

ことで進めていきましたんで一定程度そういう形の中で進めていきたいと思っております。ただ

今後の中で、実際の策定にあたって町民の皆さんのアンケートをさらにやるとか、そういう部分

が生じて来れば、それはそれでしっかりと対応していきたいなというふうに考えているところで

もございます。 

現状先程もありましたように、交通体系としてはＪＲがあり、路線バスまたスクールバス、そ

れからタクシー。さらには自家用車という形があります。公共交通だけで議論するとどうしても

ＪＲだとか路線バスだとか、あくまでも国が関わっている民間路線ということになりますが、全

体の町全体としての交通体系をどうしていくかということになった時には、やっぱりなんだかん

だ言っても、自家用車の利用がこれだけ普及してきたと。それによって他の物が利用されなくな

ってきたという事実も相当あるんではないかなというふうに思っておりますので、そこら辺をク

リアしながら、いろいろな交通機関をどう活用し利用していただけるのか、ここら辺をしっかり

とまとめていかなければならないというふうに理解をするところであります。 

その中で議員からもありましたように、それらを解消するための利用しやすい方法としてのコ

ミュニティー交通、デマンド交通。そういうものも視野の中に入れるべきではないかということ

でありますので、それらについても十分に検討を加え、大きな題材であるというふうに理解をし

ているところでもありますので、今後の中でしっかり詰めていきたいなというふうに考えている

次第であります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 
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○３番（河口高君) 

 しっかりとこの体系作りの中で検討していくということを答弁いただいたんですけども、大変

しつこくなりますけども、なぜ住民協働共創の中でつくらなきゃいけないのかというのは今答弁

の中の、実際やったけどなかなか町民が利用していただけないっていうところに問題があるんだ

ろうと思います。いろんな地域交通が作られた中で、ここの部分が大きな問題があります。うま

くいっているところ、なかなかそうでないところもたくさんあります。十分に理解されず、使わ

れてない現状は多くある。それは町長、もう十分解っている。そのために町民と先にやるんだと

いうことです。 

行政が用意するんじゃない。この交通は行政、事業者、住民ともにこの３者。行政が関わらな

いでできれば一番良いことなんですが、これは無理。全くそれは本当に理想論であります。やは

り行政の取り組みが一番大事な部分になります。そして持続可能な交通体系の中で住民をこの交

通体系中で生かしていくかという事のために最初に町民の多様な意見を聞くんだ。町民と共にこ

の交通をつくるという構造を是非作っていただきたい。 

できた時点でここを利用するにあたって、町民がどう利用するのか。町民が利用しない交通は

つくれないわけです。これは町民がその部分を理解するために、最初に町民がどう考えているか

によって、この事業は進むんだということを表に出していくことが大事。行政がこういう形で将

来用意したいということではなくて、町民が一緒になってつくった以上はどうやって利用するん

だ。車があるから利用しませんではないんです。町民も一緒になって、この負担をどうやってし

ていくかということをやはり考えていくときに、町民と一緒に協働共創でつくっていくという構

図はぜひやって、従来からいろんなことについてはやはり行政指導型に進んでいく。これは使う

のが町民。 

先ほどのタクシーあるいは福祉協議会でやっている交通は対症療法であります。これからこの

町が住みやすい町、どうやってつくっていくかの基本の部分になるということをずっと私は言い

続けているわけです。そのためには町民をどうその場所に担ぎ出すか。言葉は悪いですけど、ど

う協力していただけるか。協力できないんだったら作らなければいいんです。やはり自分たちの

交通。これからますます人口減になる中で住みやすい、特に冬は近い距離でも歩くより、交通が

使える。しかも自家用車を出すよりは交通使った方がいい。まさしく自分たちが使いやすい構造

をどう組み立てるかということが非常に大事なことなんだろうと思います。 

過去の答弁の中で地域事業者の事がありました。事業者も今は逆に福祉の対症療法が良くなっ

て、現実にはそういうお客さんが逆にいなくなっている。ですから当然タクシー利用が少なくな

って、事業が縮小傾向にある。これも現実なんです。対症療法のためにいろいろ手当てしている

ことが、むしろ事業者を苦しめている現状もあるんだということ、これは当然町として対応して

いるけれど、人口減の中、実際はどんどん高齢になっていく中で町が対応しては、地域の事業者

は決して楽ではないという現実もあるんだということを。 

ですから、これは町の中で新しく組み立てなきゃいけない。事業者と町民と行政。この３者の

中で、新しい仕組みをつくっていく。そして、事業者も残り、住民も出かけることを楽しめるこ

と。これが一番の将来に勧めていく道なんだろうと思うんですけども、その辺の進め方、これは

いろんな形で進んでいく。こういう形が私は、理想なんだろうと思いますし、できることだろう

と思っていますので、町民をどうやってこの交通の議論の場に持ってくるか。これが将来つくっ

た交通体系をどうやって維持していくか、利用していくかってことに大きな位置づけになるかと
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思いますけども、町長のお考えはどのように考えられていますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 実際の計画というよりもそれが出来た場合、どう活用していくかということになるかなという

ふうに思っております。はっきり言って、今までの交通体系はほとんど自家用車による交通を築

いてきたわけでありますから、その結果として利用が少なくなると業者は運営ができなくなって

しまうという負のスパイラルかなというふうに思っております。あくまでもやはり地域に交通網

を置くということは住民の方が利用するという認識に立たなければ、機能していかないという、

私もそれは全く同じ意見であります。 

今回の交通網体系の計画については、行政的に一定のたたき台をつくった中で、広く御意見を

いただくということでありまして、そこのところはしっかりとまず意識改革を住民側からしてい

かないことには、なくなってから困るということの議論をやっているんでは、いつまでも前に進

まないというふうに思っておりますんで、そういう議論にならないように、やはりマイカーで我々

はこのままで良いんだということなれば、どんな組み立てをしてもそれを利用しない。そうすれ

ば無くなるということになってまいりますし、そういうことのないようなスタイルになるように

意見を広く聞いていきながら、行政が一定のたたき台をつくったから踏襲していくんだという考

えではなく、１つの議論の切り口として入っていきたいということの御理解をいただければあり

がたいというふうに考える次第であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君) 

十分に町民の思いをくみ取りながら進んで行っていただきたい。住民と行政の本気度があれば

町の交通はどうやって事業者がその中で事業を営んでいくかということの理解になるんだと思い

ます。これが安易な妥協の中で進んでいくと、なかなか思い切った事業は進んでいかない。まさ

しくこれから町、町民とともに、新しい非常に暮らしやすい交通をつくって、作った以上はそれ

をどうやって利用するかということについて、検討していきたいと思っております。 

しかも商工振興という中で、この交通は大きな問題がありますので、是非早く検討に入ってい

ただきたい。昨年の１２月の議会を思い出していただきたいと思うんですが、いろんな地域振興

ということの議論をしました。今年はどうなんでしょうか。町の中、昨年より良いんですか。農

業も昨年より良いんでしょうか。町長言っているように、景気は気から。確かにあります。ここ

の町の新しい仕組みをぜひ早く、次年度に向けて、新しい交通という大きなものに取り組んでい

きますという発信が、町民の明るい話題になると思いますので、もう一度、検討はいつ結論とし

て、でき上がるんでしょうかということについて、質問させていただきます。これは今年度中に

町民の意見を汲み取っていくのかどうか。この辺の動きについて伺いたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 地域交通計画は、事務的にたたき台をつくっている最中でございます。これらの内容が一定程

度という形になってきた段階で、全体の意向調査を行っていきたい。そのためにはまず前段に行

政がそういうふうにいってどんどん進めるということでなくて、やはり協議会なり会議なりの方

式を求めて、行政だけの考え方でとその話をしても、実際には利用される先ほどの話ではありま

せんが、利用される方々がどう考えるかという部分が相当重要になってまいりますし、またでき

上がっても、今度事業をする方は誰なんだということも当然考えていかなければならない。既存

の事業者の皆さん方の意見も聞いていかなければならない。それらの体制を何とか早い段階に整

えて、計画そのものの策定、住民への周知、そして具体的な取り組みという部分については、新

しい年度からということになってこようかなというふうに思っております。 

ただ計画そのものについては、なるべく早い段階で求めていきたいというふうには思っており

ますが、現状としては、それらの部分を整備しながら進めるということになれば、大所高所いろ

んな作業をしていかなければならないというふうに思っておりますので、一定の時間も必要では

ないかなと。絵に描いた餅にならないようにしっかりと地に足をつけた計画という形の中で進め

ていきたいというふうに考えているところでありますので、これについても御理解賜りたいとい

うふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 今の答弁では理解できないです。交通をつくられているどこの地域も、実証実験など検討して

いろんなことやって、早くても２年かかっている。これが現実の結果です。１年ですぐ出来るこ

ともあり得るんでしょうけども実証実験しながら、いろんな形で進んで、これはすぐにやらなき

ゃならない。 

その中で先ほどの繰り返しになりますが、首長のリーダーシップがあればできるんだという現

実。これはいろんな地域どこでもそうです。リーダーシップがあれば、そこの町は進んでいく。

ですから来年度じゃなくて、来年あけた時点で、この町が新しい仕組みに進んで、交通というソ

フト事業に取りかかっていく。あくまでも建物じゃなくて、町のみんなの暮らしやすいソフト事

業が新しく進むっていう発信をしていただきたいことを望んで、最後の質問にさせていただきま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまのご意見尊重しながら進めてまいりたいというふうに思っておりますが、いずれにし
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ても、たたき台を作成中でありますので、多くの皆さんの御意見を聞いた中で、さらに実証実験

まで入るのかどうかという部分も含めながら、全体の議論にしていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

なお先ほど申し上げました協議会なり会議の設置等につきましては、たたき台が一定の姿がで

きてきた段階で構成をしていきたいというふうに考えておりますんで、これは年度内に立ち上げ

られるような手法をとっていきたいというふうに考えている次第でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで河口 高君の質問を終わります。ここで午後１時まで休憩とします。 

 

 

休憩 午前１１時３２分 

再開 午後 １時００分 

○議長（田中誠君) 

 会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。次に伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 改めまして伊藤忠之でございます。先に提出しております一般質問通告書に従い、２項目につ

いて町の考え方を町長にお伺いたします。 

まず１項目目の人口減少問題についてですが、ここ近年全国的に地方創生が叫ばれているにも

かかわらず、都会への人口の一極集中化の波が止まらず、またさらにはアベノミクスによる経済

効果の普及がなかなか地方にまで届かない現状などにより、地方の疲弊が止まらない状況です。

そのような中、清里町においても国が制定しましたまち・ひと・しごと創生法を勘案し、平成２

７年度に清里町まち・ひと・しごと総合戦略を策定し、何とかこの疲弊した状況を改善していこ

うと日々努力しているところでもございます。この清里町のまち・ひと・しごと総合戦略とは清

里町総合計画で示されているまちづくりのテーマや基本目標をもとに人口減少の問題対策に特化

した政策や事業を数値目標とともに示す計画であると謳っております。 

当時清里町は、この清里町まち・ひと・しごと総合戦略を策定するに際し、清里町人口ビジョ

ンの策定もあわせて行いました。この清里町人口ビジョンの中身ですが、平成３２年、実際には

元号化が変わるので２０２０年と言う表現に変えますが、人口推計目標を２０２２年の段階で４

千２００人以上と設定をされております。しかし現実２０１８年１１月末の段階で４千１２０人

と既にその４千２００人を下回っている状況です。この清里町人口ビジョンは５カ年ごとの目標

を２０６０年、つまり４５年後まで設定をしているわけですけれども、最初の５カ年目の計画に

達する前の段階で目標値を下回ってしまうのは、少々厳しいお言葉になりますが計画が甘かった

のではないかと、そのように思っております。地方創生に取り組むにあたり、最重要課題は人口

減少問題をどのように改善していくのかということだと私は思っております。そしてまたその改

善策が自ずと地域の活性化に繋がっていくことと私は考えております。 

そのような状況の中、町長はこの人口減少問題をどのように捉えているのか。また町としてこ

の人口減少問題に対し、今まで具体的にどのような取り組みを行ってきたのかをお伺いいたしま

す。 
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次に２項目目の地域産業振興対策について質問いたします。この清里町は豊かな自然環境を利

用した農林業を主とする第一次産業を基幹産業としております。このような環境の中、ここ近年

清里町にとって甚大な影響を及ぼすであろう複数の大型国際貿易協定が起き始めております。Ｔ

ＰＰ協定に関しては、政府が平成２５年３月１５日にＴＰＰ協定への交渉参加を表明して以降、

重大なる国会決議違反が疑われるにも変わらず、国会批准を行い、半ば強引的にＴＰＰ協定参加

を決定し、平成３０年１２月３０日に発効することが確定してしまいました。また日欧ＥＰＡ協

定に関しても、今月１０日に閉会した第１９７臨時国会において、実質、審議時間が衆参両院合

わせて９時間。関連法案を含めましても１４時間半と十分な審議時間がとられないまま、なし崩

し的に国会承認が行われ、平成３１年２月１日に発効する見通しとなっている状況です。 

この２つの大型国際貿易協定が相次いで動き出すことによって、日本の農業はかつてないほど

の市場開放に直面することとなり、基幹産業を農業としている清里町においても、かなりの影響

を受けることが危惧されるところでもございます。 

このような状況の中でさらに政府は平成３０年９月末日米物品貿易協定の協議に入ることを

発表しました。この日米物品貿易協定はＴＰＰ協定の水準をも超える可能性があると各有識者等

の発言も見受けられ、そのような内容でこの協定が締結されると清里町においても基幹産業だけ

ではなく、関連産業までも含め、甚大な影響を及ぼすことが想定されます。ＴＰＰ協定及び日欧

ＥＰＡに関しては今までの一般質問でも何回か町としての見解を伺ってまいりましたが、今回は

この日米物品貿易協定について、町はどのように捉えているのか町長にお伺いいたします。以上

２項目について私の１回目の質問といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの伊藤議員からいただきました御質問の１点目の人口減少問題について。人口減少問

題に対する町としての考え方及び取り組みについてということで、お答えを申し上げたいと存じ

ます。 

清里町における人口は、昭和３５年の国勢調査の１万１千１３人をピークに、減少に転じてお

ります。この１１月末現在では４千１２０人とピーク時の３７％となっております。減少傾向に

歯止めがかかっていないのが実態でございます。本町が人口ビジョン及び第５次後期５ヶ年計画

で目標値として定めた平成３２年の推計人口につきましては、先ほどもありましたように４千２

００人でございますが、もう既にこの数値を割り込んでいるのも事実でございます。 

町では、人口ビジョンに基づいて平成２７年度に地方創生に係る、まち・ひと・しごと総合戦

略を作成し、総合戦略費、予算科目も新たに創設をしながら移住定住対策や子ども子育て支援及

び福祉医療対策など人口減少に歯止めをかけるための各種の政策を積極的に進めてきたところで

ございます。 

また総合戦略におきましては、地方における安定した雇用を創出する。地域の新しい人の流れ

をつくる。若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える。時代にあった地域をつくり、安心な

暮らしを守るとともに地域と地域を連携するという４つの基本目標を掲げておりました。これは

目標を達成するために、国の地方創生の交付金を活用して清里町の知名度を上げ、交流人口の増
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大を図るためＰＲ活動を積極的に展開するとともに、人口減少に歯止めをかけるための各種の取

り組みを行ってきたところでございます。ちなみに本町の昨年から今年にかけての人口動態の推

移を見てみますと平成２９年の人口減、社会減でありますがプラス６名になっております。ただ

し自然減、いわゆる出生と死亡との差でありますがマイナスの４５名でございます。平成３０年

の１１月末現在の社会減の増減がマイナスの２０名。自然減がマイナスの２６名となっておりま

して、今までの平均値を下回る状況となっていることも事実でありますが、人口減少のペースに

ついては従前よりはかなり緩やかになってきているというところでございます。出生率が伸び悩

んではおりますが、社会増減につきましては移住者が徐々に増加をしていること。また、これま

で様々な観点からの政策による効果が徐々に現れてきているものと考えているところでございま

す。 

しかしながら人口減少は今も続いております。少子高齢化の状況が続いていることも現状でご

ざいます。また人口の増加に向けた政策としての効果を加速させるためにも、今までの政策や各

種事業の継続と新たな対策について限られた予算を有効に使いながら、町民の皆さんと一緒にな

って取り組み推進していかなければならないものと考える次第でございます。 

次に２点目の地域産業振興対策の日米貿易協定交渉について、町としての考え方でございます。

経済のグローバル化に伴う多国間における様々な貿易協定の現状につきましては、世界の巨大な

経済圏の構築を試みた環太平洋パートナーシップ協定が、今年３月チリでの脱退を表明したアメ

リカを除いたＴＰＰ１１として署名をされてございます。現在までに日本を含めた７カ国が国内

手続を完了いたしまして、半数以上の完了があれば、これで協定が発効する仕組みとなっており

ますので、最後の国の承認から合わせると、今年１２月３０日からこの協定が発効するという仕

組みになっております。 

世界の貿易ルールの決定につきましては、ＷＴＯによる国と地域の全会一致を原則として始ま

っておりますが、先進国と途上国の交渉の低下の中から２国間による関税の撤廃・削減を求める

ＦTＡ交渉。そして関税だけでなく知的財産の保護や統治ルールの整備などを含めたＥＰＡの経

済連携協定。そうした交渉へと徐々に変化をしておりまして、ＴＰＰ以外で日本と欧州連合、い

わゆるＥＵとの経済連携協定ＥＰＡ協定につきましても既に国会で可決承認がされました。来年

２月１日での発行がほぼ確定をしたといっても過言ではないかと思います。 

また御質問の日米貿易協定の関係でありますが、農産物や工業用品など幅広い貿易品目が対象

とされておりまして、現在国はＴＡＧ協定をこれまで日本が歩んできた包括的なＦＴＡとは異な

るものとして、日本側においては次ＴＰＰの合意水準を上限としてそれで交渉に入りたいという

ことでの構えでありましたが、既に交渉準備の段階でアメリカ側においてはＴＰＰ協定以上の水

準を上回る要求を掲げてきております。予断の許さない厳しい状況下での今後の交渉が予測され

ているところであります。とりわけ農畜産物の輸入数量と関税率の取り扱いにつきましては、最

大の注意をしなければないものと認識をいたしております。特に農業を基幹産業とする我が町の

ような農村においては、地域の存亡にもかかわる極めて重要な課題と認識をするところでござい

ます。今後は交渉の経過や内容を的確に把握をしながら、関係機関団体との密な連携のもとに国

や北海道に対し、これら協定に係る影響緩和策について強力に要請してまいりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。以上申し上げ、１回目の答弁とさせて頂きます。 
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○議長（田中誠君) 

 伊藤忠幸君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 それでは再質問の方に入らせていただきます。まず人口減少問題についてですが、ただいま町

長からのご答弁いただき、町長御自身、人口減少問題に関して、私とちょっと認識が少々違う所

があるかもしれませんけれども危機感を持っていられるということが解りました。そしてまた、

町としての具体的な政策に関しては清里町まち・ひと・しごと総合戦略の中の４本の柱を基軸に

取り組んでいることも解りました。 

それでは次に今まで行ってきた人口減少の改善に向けた政策に対し、現段階での効果検証を町

として行っているのか、いないのか。また行っていないのであれば、町長御自身どのようにお考

えになっておられるのか。また逆に行っているのであれば、それをさらに今後どう具体的に政策

へ落とし込んでいこうと考えておられるのか町長にお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 人口減少をどのように検証しているのか、捉えているかということでありますが、本町に限ら

ず、特に町村における人口の社会減の主な原因としては、高校を卒業すると、ほとんどの学生は

専門学校やまたは上級大学へ進まれるというケースが非常に多いわけでありました。また就職す

るにも希望する就職先の業種が少ないということも影響していることと思います。さらに高齢者

の皆さんは医療環境の関係で医療が整った地域に出られてしまう。またさらに元気な方であって

も子供たちの近くに行きたいというようなことで転居していくケースが内容的には多く見られて

おります。これらのことが大きな原因とは考えておりますが、それ以外に近年は生まれる方より

かなり亡くなられる方のほうが多いというようなことで、こういう姿になっているというふうに

押さえているところであります。 

またそれぞれのこれらに向かった施策の関係でありますが、すべての政策が、結果的には理想

とするまちづくりに向かうわけですが、そのためにはやはり人口の減少、少子高齢化対策として

一定の機能を果たしている。その成果が徐々にではありますが現れつつあるのかなというふうに

思っているところであります。従前毎年の減少率は数１００名単位で減少をした時期もあります

が、最近は全体でも多いときで６０名前後で推移をしていると。年によっては数名の異動しかな

いという場合もあるわけでありまして、一律人数だけでは申し上げることはできないというふう

には思っておりますけれども、それぞれ今まで実施をしてきた施策が一定の効果を徐々に表しつ

つあるというふうに、私は認識をしている次第でもございます。以上申し上げまして内容に代え

させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君) 

 町長からご答弁いただき、一定の効果が出始めているという捉え方にしておきます。完全に出

来ているとは僕も思っていませんので、そういう捉え方にさせていただきますが、この人口減少

問題の改善に関しては、先ほど町長からのご答弁もありましたが社会減、また自然減など複合的

な要素が多々ありまして、大変難しく即効性のある施策もなかなか見つからず効果を得るために

は時間がかかると私もそう思っております。 

ただしかし、効果を得るために時間がかかるからこそ、施策の策定には勇気を持って大胆に。

そしてスピード感を持って取り組まなければ、時すでに遅しというふうになってしまう危険性が

あります。地方における人口減少問題に歯止めをかけるためには、移住定住の促進が非常に重要

となってきます。ですがそれと同時に今住んでいる町民の方々にとっても住みやすい町と認識し

ていただけるような施策を行い、人口流出を防いでいくことも非常に重要なことだと思っており

ます。 

今まで行ってきた施策の中で、子育て支援に関する施策や教育環境支援に関する施策等は限ら

れた町の財源の中で他町村よりも充実していると、ある一定の高評価を町民、特に若い世代の方

から聞こえてまいります。このような声は大変嬉しい限りですが、さらに最近先ほどちょっと町

長の危惧された部分があったんですが、次のステップへ進みつつある現象が起きているようです。 

実はこの住みやすい清里町で育ち、その後この町を巣立っていった子供たちの中で、外に出て

改めて地元の温かさや住みやすさを知り、地元愛が芽生え、地元で就職したいと考える若者たち

が結構増えてきているそうです。大変喜ばしい現象だと私も思っておりますが、しかし現実には

この清里町に戻りたくても就職する場所がなく、残念ながら断念しているということだそうです。

また、移住定住の促進、特に元々清里町に縁のない人達が幾ら清里町の魅力を感じていただいた

としても、現役世代の移住定住には、やはり安心した雇用の場がないと二の足を踏むことにもな

ります。こういうことを鑑みたとき、やはり人口減少問題の改善を図る上で最重要課題として位

置づける施策は雇用の場の確保。これを行政として本気で実施していかなければならないと私は

考えておりますが、町長はどのようにお考えですか、お伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 人口対策、一通りの施策ではなかなか前に進まないと。もうこれが実態かなというふうに、総

合的な政策の中で住みやすいまちづくりをいかに作り上げていくかというところにかかってくる

のかなというふうに思っております。その中でも今ありましたように子供たちが地元で就職した

いが、就職する場所がないというこれも大きな課題ですし、また移住定住の場合においても、や

はり生活の基盤であります就職先ということになってくるわけでありますが、すべての就職先を

行政が準備をするというわけには、なかなか出来ません。そうした中で政策の１つとしては、福

祉対策、また産業対策においては、各企業に頑張っていただくという意味でのいろんな支援策を

打ってきたわけでもあります。特に福祉関係においては町が直接できる部門もありますので、こ

れらについては、例えば今回もそうですが、ケアハウスを建設いたしました。そこにも従業員が

必要になってまいります。また介護老人保健施設も建設をいたしました。この近隣の市町村にお
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いて、７０数名の職員を抱えている社会福祉協議会はないわけでありまして、やはりそうした取

り組みも一面、収支的にはいろんな課題もあるというふうには思っておりますが、特産品開発を

兼ね備えた焼酎事業所においても数１０名の雇用を生み出しているというようなこともあります

ので、そういう行政の本来あるべき姿とあわせながら雇用対策についてもできる限りの対応をし

てまいりたいというふうに考えているところでありますし、また商工会においても商工業事業関

係の支援も一定程度行ってきたということもありまして、そういう中に雇用の場を見つけていた

だければありがたいというふうに思っております。 

すべてを清里で用意するというのは、いずれにしても難しい話であります。例えば働くのは近

隣の町でもいいと。ただし住むのは清里にという施策。つまりは子ども子育てのしやすい町とし

て、清里町は相当努力をしてきたつもりでもございます。そういう意味において少しではありま

すけれども転勤される方のうち、お母さんと子供さんが清里に残られるという事例が出てきてい

ることもあります。そういうような部分を少しでも範囲を広げていければ、人口減を一気に解決

するというわけにはまいりませんけども、徐々に効果が現われてくるものと期待をいたしている

所でございます。以上申し上げ答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

今町長から雇用の場の方針について答弁をいただいたわけですけれども、確かに町が全部、雇

用の場を新しく創設してということは難しいと解りますが、実際今までも行政として、緑清荘や

きよ～る、また清楽園や老健。そして先ほど町長も御答弁しておられましたけども全国に誇れる

清里焼酎醸造所などさまざまな雇用の創出を行ってきたとそれは認識しております。さらにこれ

も先ほど出ましたけれども、本年度からケアハウス事業も行い、雇用の場の創出に寄与してきた

と理解しております。 

ですが、だから良いでしょうではないです。今までこういうことを行ってきたからこそ、この

人口減少率で進んでいると私は思っております。先ほど町長は難しいと述べておりましたけども、

ここで手を抜くと人口減少が加速していくと私は思います。 

今現在、地方における民間企業がかなり疲れてきていると思います。人口減少の改善につなが

る雇用の場の創出を１００％、地方の民間企業だけに任せるのではなく、半官半民でも構わない

ので、例えば平成２８年度一般質問でも提案させていただきましたが、地場産小麦を使用し、製

麺所からうどん屋まで一貫してできる施設を旧小学校跡地で行うとか、また基幹産業である農業

関連の仕事を掘り起こし、町のリーディングカンパニーでもあるＪＡ清里町に協力を仰ぎながら

連携して雇用の場の創出を考えていくこと。またさらには、せっかく全町に整備した光回線の優

位性を基に斜里町や北見市でも試験的に行われているテレワーク事業を、町長自らトップセール

スマンとなって企業誘致活動行うことなど、人口減少問題の改善に向け、雇用の場の創出を行政

自ら、今後も実践していくことも必要ではないかと、やはり私は思ってまいりますが、町長はど

のようにお考えですか。もう一度お伺いいたします。 
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○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 過疎地域におけるまたそれ以外のほとんど全国の市町村で人口減少に悩んでいることは事実で

あります。私どもにおいても、すべての政策事業を投下しながら何とか減少を食いとめていきた

いということで、今までも精一杯努力してきたつもりでありますが、先ほど来ありますように、

ここで手を抜くということは一切考えておりません。さらに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が、また町だけというわけにもいけないわけでありますから、多くの関係

の皆さんの力を借りながら一つ一つ掘り起こしをしていきたいというふうに思っております。 

後段にもありました光ファイバーを使った情報通信、そういう部分の中にもテレワークだとか

サテライトオフィスだとかいろんな雇用の仕方が新たな角度から出てきておりますので、これら

についても検討をさせていきたいなというふうに思っているところでもあります。少しでも人口

の増える、移住定住に繋がっていくそういうような対策に、そして一気に来てくださいと言って

もなかなか難しいわけでありますんで、清里町に知ってもらって来てもらうと、そこからスター

トをしていかなきゃならないことだというふうに思っております。いろんな施策や事業を展開し

ながら、またいろんな媒体を使いながら清里町をＰＲ・宣伝をして、そして清里町を知ってもら

い来てもらう。まずはしっかりと足元を見つ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) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

今、町長からご答弁をいただきました。ここで切り口を変えて質問をしたいと思っております。 

人口減少問題の改善を図る上で、今までずっと述べてきました雇用の場の確保は、とても重要

な施策になります。ですがもう１つ重要な施策があります。それは住環境の施策だと思っており

ます。移住定住の施策を推進していく上で何とか雇用の場の確保ができたとしても、住居がなけ

れば人口減少の改善にはつながりません。 

単身者用住宅に関しては、一時期なかなか足りておらず、単身者が他町村から通っている状況

もありました。本年度より空室が出ている、５５平米以下の世帯向け公営住宅を単身者でも入居

可能にする要件緩和を行ったことなどにより、少しは改善されてきたのかなというふうに思って

おります。ただ一方で５５平米以上の話になっていくんですが、５５平米以上の世帯向け公営住

宅では、何年も空室状態があるのも変わらず、収入要件の関係で入居できない状況もあります。

また空き家に関しては、１０月末の段階で町内に１７０件ほど確認されています。あることには

あるんですが、住宅の中に荷物などが残っており貸し出ししていただけないケースも多く、なか

なか他町村からの移住につながらない。それどころか町内で結婚を考えている若い子たちが結婚

後の住居確保が難しいため、結婚を躊躇する。もしくは町外に転居を考えているというケースも

聞こえてきております。このような状況を町長はどのように捉えているか。お伺いいたします。 
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○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 移住定住と合わせた住環境対策の関係であります。御案内のように町においては公営住宅を中

心としながら特公賃や特賃住宅さらには単身者住宅、この整備をしながら住環境の整備にあたっ

てきたところであります。なかなか所得要件や平米数の制約がございます。当然公営住宅につい

ては、公営住宅法の関係で福祉公営住宅でありますから、所得の割に少ない方を対象とした住宅

という制約がもともとあるわけでありました。一般の皆さんは入りにくい、そういう住宅になっ

ているかなというふうに思っております。 

そういう部分を少しでも解消するためにということで、清里町は従前民間の賃貸住宅は全くな

いと言ってもいいぐらいに少ない自治体であります。結構近隣の町では民間の方々がアパートメ

ントを運営されているところもあるんですが、清里は不思議と少ない町であります。どちらかと

いうと公営住宅に今まで頼ってきたというところがありましたので、これをもう少し解消しなけ

ればという思いから、民間賃貸住宅の建設に係る支援事業も展開し、少しでも住環境に寄与でき

るようにというふうに進めてきたところでございます。 

また空き家バンクとの絡みでありますが、民間の空き家も相当数実際あります。ただ中に物が

入っていて物置代わりに使うんだと。だから人には貸せないんだというのが相当あるようであり

まして、毎年空き家バンク登録というのは限られております。数件というような状況であります

んで、これを少しでも増やすためにということで空き家バンクを委託しております観光協会とも

積極的にそれらの登録についてのＰＲ活動をお願いしたいということで、これらのことについて

お願いを申し上げているということであります。またお知らせを通じながら、やはり協力をして

いただきたいということで周知活動を行っているところでありますが、徐々にこれから増えてく

るかなとは思ってございますが、なかなか急激に伸びていないというのも実態であります。ただ

現状問題としては空き家バンクに登録していなくても個々の取引の中で清里を離れる人が住宅を

ほかの方にお譲りになって離町されると言う方も見受けられておりますので、空き家バンクだけ

の登録ではないのかなというふうに思っているところでもございます。 

いずれにしても住環境の問題、大変大事なことであります。やはり移住定住政策を抱えるバッ

クになるのが住環境の整備というふうに考えているところでありますんで、今後も民間住宅の対

応などについても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。 

なお、清里町における特賃の戸数自体は、今現在５７戸世帯向け、単身が８４戸ございます。

単身も一時は足りなくてというのがあったんですが、ここに来て少し落ちついたかなと、だいた

い良い数字になっているのかなと。ただこれを移住定住対策でどんどん展開をしていくとなれば、

また違う角度から出てくるのかなというふうには思っております。いずれしても環境対策に適切

な配置を考えていきたいと思っていますし、また先ほどありましたように、条件緩和につきまし

ても、もう一段進める段階を検討していきたいというふうにも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) 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君) 

 今町長からご答弁いただきましたが、空き家対策に関しましては、答弁されていましたけれど

も、ただ民間に協力を呼びかけてもなかなか難しいのはないかなと考えております。 

例えばですけれども、空き家を賃貸にしていただくということを前提条件として、その中に荷

物があるとそういうようなものの廃品処理及びリフォームの費用の一部を助成すると、そういう

ような条例の検討を考えてみてはいかがかなというふうに思っております。 

また世帯向け公営住宅の入居緩和ですが、町長からも話し出ていましたけれど、平成１９年１

２月に入居収入基準引き下げの公営住宅法施行令の改正が行われ、平成２１年４月１日から施行

された状況でございます。町長も御存じのとおり、この改正に基づき本来階層の収入分位２５％

の収入基準が、２０万円以下から１５万８千円以下となりました。ただこの施行令改正は都会に

おいて公営住宅の入居募集に対する応募数の殺到を緩和し、先程町長がおっしゃられていました

福祉政策による低所得者入居目的とするための法改正であります。空室が出ることを余り想定し

ていなかったというような状況と私は思っております。そのことを裏づけるように実は資料もあ

るんですけれども、町長も御存じかと思いますけれども、平成２４年４月に義務づけ枠付けの見

直しと条例制定の拡大に関する情報が内閣府地域主権戦略室から出ております。 

この資料によりますとこれまで国が一律に決定し、自治体に義務づけてきた基準など自治会か

ら条例の制定などにより自ら決定し、実施できるとなっており、地方分権改革推進委員会の勧告

により公営住宅の整備基準及び収入基準の条例委任の法改正を目的とした第１次一括法が平成２

３年４月２８日に成立しております。これにより、ここにもちょっとあるんですけれども、公営

住宅の入居基準改善ですが、従前ですと本来階層の収入分位２５％で１５万８千円以下。また裁

量階層のみ収入分位の４０％までで、２１万４千円以下というふうに変わったわけです。これが

今後地方独自の条例改正によって、本来階層及び裁量階層どちらも収入分位最大５０％まで２５

万９千円以下、ここまでに拡大することができるとなっております。 

ちなみにこの資料には、地方独自の基準の具体例が載っていまして静岡県浜松市が定住促進地

域活性化の観点からの活用といたしまして、収入基準を先ほど来言っています１５万８千円から

２５万９千円以下にまで拡大したと書いております。インターネットで調べたんですけども静岡

県浜松市ホームページを調べました。実質本当に１５万８千円ではなく、２５万９千円まで拡大

されておりました。 

先ほど町長もおっしゃっていましたが、本来の福祉政策の意味合いも十分に理解しております。

ただ、何年も使用されてない空室は痛みも早くなりますし、何より住宅困窮者がいる状況の中で

人口減少の改正のためにも、条例改正等を早急に検討されるべきではないかと私は考えておりま

すが、町長どのように考えですか。お伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ２つの質問と思いますが、最初の部分、空き家をさらに賃貸をするためのいろんな政策の関係

であります。今現在も空き家を貸すということであれば、空き家を改修すると、そして貸すとい
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うことで支援方策を講じているところでございます。また、空き家の部分でも本当にだめな空き

家があって、これについては取壊しまで支援をするということで町の方で施策を打っているとこ

ろであります。 

その中で御提案をいただきました廃品処理の部分でありますが、なかなか財産を処理するとい

うことでありますのでどうなのかなっていう部分はあるかと思いますが、大所高所検討して、仮

にこの制度が有効に活用されて、賃貸にどんどんどんどん登録されるということであれば、最も

効果的な方法になるのかなというふうに思っておりますが、これらについて、もう少し内容を検

討させていただきたいというふうに思っております。 

それから２点目の公営住宅の基準緩和の関係であります。これらについても御案内のように法

改正に伴って条例の委任がされるようになっております。ただし基本的にはやはり公営住宅法の

基本法がありますから、これについても大所高所を検討させていただきたい。町のほうでは、先

ほども申し上げましたように今現在では５５平米以下の公営住宅についての単身入居。これらも

基準緩和をしてきているところでありますので、全体の所得層との関係もありますから、その基

準が入ってからすべてをそうしてしまうかということになると、また低所得者という部分の対応

が必要になってまいりますんで、十分に内容を見きわめた上で、どういう方法が最もこの地帯と

してベターなのか、十分に検討させていただきたいというふうに考えております。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 今町長のほうからも私からの提案に対していろいろお答えいただいたわけですけども、その法

律の部分なんですが、今町長もおっしゃられているということと認識が違うんですけれども、も

う一度も調べまして再度どこかの場面で言うことがあれば質問いたしますし、その時は対応して

いただきたいと思っております。 

人口減少問題の改善にとって移住定住の促進は非常に重要な施策になっていきます。もちろん

町外からの移住も大切ですが、やはり清里町に住んでいる町民の方々にとっても住みやすく魅力

あるまちづくりを行っていかなければなりません。町民の声に耳を傾け、よりよいまちづくりに

推進されていくことを期待しながら、２項目目の質問に移らさせていただきます。 

地域産業振興対策についてですが、先ほどの御答弁の中で日米物品貿易協定が清里町の地域経

済にとって、甚大な影響を及ぼしかけないという認識を町長もお持ちだということが分かりまし

た。今回、この協定の一連の経緯の中で安倍首相はこれまでアメリカとのＦＴＡ、さらには予備

交渉さえも行わないと発言してきました。しかしここにきて、今協議に入る協定は日米ＦＴＡで

はなく、あくまで日米物品貿易協定であると苦しい弁明をしております。しかし、この日米物品

貿易協定は、調べれば調べるほど日米ＦＴＡであると各有識者たちも発言しております。 

先ほどの町長のご答弁にもございましたけれども、政府は日米物品貿易協定は、ＴＰＰ協定の

水準は超えないという主張をしていますが、ＴＰＰ協定を離脱したアメリカがＴＰＰ協定の水準

を超える譲歩を日本側に求めてくるのは明白です。過去にも政府は、日豪ＥＰＡ協定の水準を今

後の国際貿易協定でのレッドラインにすると主張しておきながら、その後のＴＰＰ協定ではいと

も簡単にその水準を越えさせました。さらにその後の日欧ＥＰＡでは、一部品目で今度はＴＰＰ
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協定の水準を超えさせた経緯があります。私はこの一連の国の対応に深い憤りを感じます。 

そのような情勢の中、農水省がＴＰＰ協定及び日欧ＥＰＡにおける農林水産物の生産額への影

響試算を出しております。それもここにありますけれども、この公表されている政府の影響試算

を清里町に当てはめて計算した清里町における影響試算というものを清里町農民連盟が早くも仮

作成しております。ここにもこれあるんですけれども、この影響試算表を見ますと事細かく作物

別にも分かれていて、非常によくできているなとそのように思っております。今日は時間がなく

事細かく説明はいたしませんが、平成２９年度清里町における農産物の生産額ベースでＴＰＰ協

定でマックスで、３億８千万円の減、日欧ＥＰＡで、マックスで２億８千万の減、合計６億６千

万円の減。これに今話しております日米物品貿易協定を一応ＴＰＰ協定と同水準として当てはめ

ると、清里町の農産物だけで合計１０億４千万の減になります。これに関連産業及び農業者など

の購買力の減少など影響。さらにこの政府による影響試算は低過ぎると警笛を鳴らす各有識者等

の意見を踏まえていきますと、この清里町の地域経済にとって、甚大な影響を及ぼすことは避け

られないと、そのように考えております。 

先ほど述べました、国のこれまでの交渉経緯及びこの清里町の地域経済への影響試算について

町長どのようにお考えになりますか。もう一度お伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 今回のＴＡＧいわゆる物品貿易協定につきまして、具体的な交渉がこれから始まっていくとい

うふうに聞いております。私としてもなぜＦＴＡでないのか、ちょっと内容が理解できないとこ

ろはあるわけでありますが、結果的には２国間での話し合いですから、極端に言えばＦＴＡにな

ってくるんではなかろうかなと。ＦＴＡ交渉はしませんよという当初国の考え方、約束を反故に

することができないということから名称をＴＡＧに変えただけではないかなと。私はそういうふ

うに理解をしているところでありますが、影響額を試算するにあたって、仮にＦＴＡであればと

いうような計算方式を当てはめてきたのではないかなというふうに思っております。 

いずれにしろ清里の農業、畑作においても、基幹３作物は馬鈴薯・甜菜・麦であります。これ

全て国家の全体の輸入品目にかかわるものであります。またＥＰＡの中では特に輸入製品、チー

ズ・バター等に対する乳製品もすべて含まれてまいりますから、清里のような農業形態のところ

では、１００％影響が出てくると私自体は理解をしております。大きな数字になってくるんだろ

うというふうに思っております。 

国の方も影響額の緩和に向けてさまざまな対策を打っているところであります。今回も報道で

出ておりますが、小麦やビートの交付金を引き上げますよとか、いろいろな部分で出てきており

ますから、対応を見ながらどういうふうに影響額をより縮めていければということを探っていか

なければならないというふうに考えているところでもあります。 

特に小麦関係は輸出入等の関係のマークアップが無くなるわけですので、こういう部分につい

てもしっかりと対応していただけなければという思いをいたしておりますし、またそれ以外のそ

れぞれの作物関係においても、必ずやいろんな面で影響が出てくるものというふうに理解をして

いるところであります。 
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いずれにしてもそれに対する進行云々というのはわが町だけでの話ではありませんので、やは

り国家的な観点の中から日本の農業をどうしていくんだと自給率をどう高めていくんだというこ

とをしっかりと国において判断をしてもらうと。そのために最大の努力をしていきたいというふ

うに考えているところでありますのでご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 今町長から御答弁いただいたわけですけれども、１点だけ、先ほどの影響試算ですか。町長は

今答弁の中でＦＴＡに準ずる形で落とし込んだのだろうという理解をしたんですけれども最後に

いれたものはあくまでＴＰＰと同水準でＦＴＡになるとかなり上になります。こんなものではす

みません。そこだけで訂正していただきます。 

ただそれ以外のところ完全に町長も私と同じ認識だなということが解ったんで少々安心して

いるところですけれども、この日米物品貿易協定は、ＴＰＰ協定及び日欧ＥＰＡと同様に清里町

の地域経済にとっても甚大な影響を与えかねません。この国際情勢を今後十分注視し、各関係機

関や近隣自治体さらにはオホーツク圏活性化期成会等と連携を密にとりながら、国にしっかりと

説明を求めていただくことと同時に情報収集をしっかりと行い、地域産業振興対策に万全を期し

ていただきたいとそのように思っております。 

本日、質問及び提案させていただいたことをスピード感を持って検討、そして対応していただ

き、今後町長の町政に対する力強い舵取りに御期待申し上げながら、今回私の一般質問を終わら

せていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明。 

 

○町長（櫛引政明君) 

ただ今御質問をいただきました人口減少対策に対するさまざまな施策の関係、それからもう一

つは、ＴＡＧの貿易協定関係いずれにしろ清里にとっても大変な重要な課題でございます。 

特にＴＡＧ関係につきましては、ＴＰＰがありＥＰＡがあり、ＦＴＡ、さらにはＴＡＧ。私は

良く言うんですがとんでもないアメリカのごり押しとそういう思いであります。そういう意味の

中において、今後各関係機関と足並みを揃えながら、影響額に向けた支援対策について国の方に

しっかりと要請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。 

また先ほど来ありました人口減少に関わる、移住定住対策また状況環境の整備とこれについて

も全体の政策や事業の配置の中でしっかりと対応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。以上申し上げ答弁とさせて頂きます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで伊藤忠之君の質問を終わります。ここで１３時５５分まで休憩といたします。 
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休憩 午後 1時５０分 

再開 午後 １時５５分 

 

○議長（田中誠君) 

 会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。次に、堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 今回、私は清里町における新たな雇用の創出と雇用環境のより良い整備について質問したいと

思います。雇用問題と言いましても非常に大きな問題ですので、３つの角度から絞って質問した

いと思います。 

清里町の人口は現在４千１２２人になりました。人口の減少がなかなか止まりません。そして

若い世代やＵターンを希望する人などにとって、町内での雇用の場は豊富にあるとは言えない現

状です。また町内の雇用情報は一元的に集約されておらず、若者や移住を希望する人たちへの情

報提供は十分とは言えません。そこで１点目の質問ですが、人口減少が続く中、新たに人を受け

入れようにも働き口がありません。その一方で、人手不足を抱える業種もありミスマッチが起こ

っています。このミスマッチを解消するために、働き手の掘り起こし。そして働き口の掘り起こ

し、いわゆる清里町人材バンクあるいは清里版ハローワーク。このようなものが必要ではないか

と考えますが、この点についてまず１点町の考え方をお伺いします。 

次に２点目は、ＩＣＴ情報通信技術を活用した雇用創出についてです。近年ＩＣＴを活用した

テレワークが注目されています。会社から離れた場所でも、通信環境が整っていれば自由に仕事

ができるテレワークは働き方を変えるだけでなく、地方の活性化にも役立つとして、国も支援し

ています。近隣では、斜里町と北見市が実験検証を行っています。清里町は光回線が隈なくしっ

かり整備され、町内どこでもテレワークができる環境が揃っていますし、空き店舗や閉校小学校

など、サテライトオフィスにして企業の誘致も可能だと思います。このＩＣＴを活用した雇用の

創出について、２点目、町の考え方をお聞きします。 

そして３点目、地域おこし協力隊による雇用の創出について伺います。現在２名の協力隊が観

光振興や移住定住、また緑町地区の活性化のために活動しています。この春、３年間の任務を卒

業したお二人も引き続き本町に定住し、頑張ってくれています。地域おこし協力隊は、移住定住

のモデルケースであるとともに新たな雇用を生み出す役割も担っていると考えます。さらに積極

的な採用を望むところですが、町の考え方をお伺いいたします。 

以上３点についてよろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま堀川議員より御質問をいただきました。新たな雇用創出を雇用環境の整備についてお

答え申し上げたいと思います。 

１点目の清里人材バンクについてでありますが、国では早急な少子高齢化の進展に対応し、人
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口減少の歯止めをかけるとともに、東京への一極集中を是正するために、まち・ひと・しごと地

方創生法を制定し、目標を軸の一つに地方における安定した雇用を創出すると書かれております。

清里町の総合戦略におきましても、国の考え方に準じて、雇用の創出項目を掲げているところで

ございます。具体的には、農業就業者の安定、地場産品のブランド化、企業就業環境の構築、こ

の３点を重点項目として、それぞれに政策を進めてきているところでございます。 

町におきましては、農業を基幹産業とした地域でございますので、農業関係におきましても人

手不足の現状を抱えながら、就労内容、就業期間等が限られているのは課題となっておりますし、

また福祉医療保育分野におきましても、慢性的な人材不足が懸念されておりますが、募集に対し

て、応募が少ない状況にもあります。さらに他産業職種においても同様に人手が足りない状況等

のところもあると、そのように認識をしている次第でございます。その一方地方出身者が大学な

どを経て、地元に就職を希望する場合もありますが、こうした小規模自治体においては町内にお

いての職種が限られているということで希望される職種とのミスマッチが起きているというふう

にも考えているところであります。 

そのようなことから、総合戦略にも記載がされておりますが、清里町の人材バンクや雇用情報

の推進の検討を進めているところでもございます。既に担当職員においては、職業紹介の講習を

受講しておりまして、今年度中は本町の雇用環境、また雇用不足の状況を把握するべき調査を行

う予定でございます。現在その準備を進めているところでございます。いずれにいたしましても、

まずはできる範囲内において本町の雇用状況、求人状況の把握に努めてまいりますので、ご理解

を賜りたいというふうに存じます。 

次に２点目のＩＣＴ情報通信技術を活用した雇用創出についての考えでございます。総務省が

推進を運営しておりますテレワークやサテライトオフィス事業につきましては、会社本社や支社

などの既存の事務所を離れて、居住性や快適性などの生活環境を活かした新しいスタイルの勤務

の方式として導入を推奨しているものでございます。御案内のように、近くでは北見市と斜里町

で地方創生交付金を活用した中で、実証実験を行っているところでございます。この実証実験に

つきましては、事業運営をコンサルタント会社に委託をした中、斜里町では町内から有志による

組織を立ち上げていただき、受け入れや生活面のサポートを行っているようでございます。場所

的には旧法務局の建物を中心に活用し、平成２９年度は数１０社、延べ５１回１０７名、１２６

泊の滞在がされているとのことでありまして、引き続き継続するというふうに伺っております。

そうした中で課題もあるとのことでありまして、実際には試験的な部分はよろしいんですが、企

業誘致までには至るものが極めて少ないということだそうでございますし、また併せてそれぞれ

の宿泊が伴いますので、福利厚生的な利用もさまざまな課題があるというふうに伺っております。

現在は無償でオフィス施設や宿泊を提供しているとのことでありますが、今後有料化をしながら、

本格的にどう進めていくか。その段階に入ってくるというふうにおっしゃられていたところであ

ります。 

本町におきましては、御案内のように光回線が全町に整備されておりますので、ＩＣＴを使っ

てのテレワーク事業の可能性は十分にあるというふうに考えているところでありますが、斜里に

おいても本格的稼働には至っていないという現状、そうしたものもありますし、道内で同様に行

っている他の町村の運営状況なども勉強させていただいた中で可能性を含め、今後充分に検討さ

せていただきたいというふうに考えるところでございます。 

次に３点目の地域おこし協力隊を活用した雇用創出の関係でございます。地域おこし協力隊に
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つきましては、都市部から過疎地域に居住し、地域ブランドや特産品のＰＲ、農林業への支援、

住民の生活支援など地域協力活動を行いながら、その地域の定住移住を図っていくとそうした目

的のもとに編成されているものでございます。本町におきましても、今まで２名の方を採用しな

がら、それぞれの仕事を担っていただいたわけでありますが、これらの方々は、本年３月に３年

の任期を終了して、お一人は道の駅へもう一人は観光ガイド等の仕事を得ながら清里で生活をし

ていると、そういう状況でありました。今までいろいろなノウハウを身につけていただきました

ので、それらを活用した勤務をいただいているところでございます。 

また改めて、今年度２名の方の採用を現在までしております。お一人は観光事業での担い手と

して採用いたしました。そしてもう１人は、緑地域の活性化に携わっていただくと。そうした役

割の中で採用をしたものでございます。地域おこし協力隊の方々には任期終了後はできる限りや

はり移住定住をしていただくということでございます。または職種につきましても、技術指導や

伝承にもつながるとしたものを予定しているわけであります。 

今後におきましても、前向きな採用を検討してまいりますが、単純な事業員、作業員の人手不

足を穴埋めする。こうした採用ではなくて本町の課題、問題やそれらに取り組む事業。さらに任

期終了後のサポート体制なども考慮しながら、町ができる範疇での対応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。十分にそれらの内容を詰めながら一つ一つ解消し、募集を

していきたいというふうに考えているところでありますので、御理解を賜りたいと存じます。以

上申し上げまして、１回目の答弁をさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 まず１点目の清里人材バンクについて再質問させていただきたいと思います。この清里人材バ

ンクと雇用情報の集約は先ほども話しましたけども、総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦

略にもしっかりと謳われている重要な施策の一つですが、先ほど町長は準備、検討をしている段

階だとおっしゃられましたが、現実には、いまだ手つかずの状態だと思います。 

清里町において、どの時期にどんな仕事が必要とされているか、このデータ情報の集約は非常

に重要だと考えます。町内での雇用のミスマッチを解消するためにも必要なことですし、移住希

望者にとっても清里町でどんな仕事ができるかは大きな判断材料の１つになってくると思います。

清里町にどんな仕事があるんですかとこういう質問をされて、いやあんまり仕事ないんですよね。

これではお話しになりませんし、しっかり集約された情報こそが説得力を持つと思います。この

総合戦略にも謳われているこの人材バンク事業ですが、今後のスケジュール、今後に向けてのス

ケジュール。そして情報を集約の方法について町としての考えがあれば、お伺いしたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君) 

 清里町における人材バンク関係でありますが、移住・定住対策を進めていく上において、清里

町内において、どの時期にどんな仕事が必要とされているか。雇用の状況はどうなるか。また求

人情報はどうなっているかということは、極めて重要な課題というふうに思っております。そう

したことから御意見をいただきまして、まずは本町の実態を調べていきたいというふうに考えて

おります。その調べた結果、移住定住希望者の相談資料として活用していきたいなというふうに

考えているところであります。またせっかく調べた資料になりますから、そうした資料について

はそれぞれの経済関係団体にも提供しながら施策事業の運営にも活用していただけばと考えてい

るところでございます。まずは調査をさせていただきながらそして段階を決めながら、雇用の場

の紹介とつなげていける、そういうシステムを繋げていきたいというふうに考えておりますんで

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) 

 今後のスケジュールと情報集約の方法ということで御質問をしたわけですけども、総合戦略の

期間もあと２年で迫っていますので、具体的な方法があればお聞かせ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) 

 先ほども申し上げました、まずは調査を進めていき、そして段階を踏みながら紹介事業に繋げ

ていきたいということでございます。これらの調査については最終公表を３１年度中には公表し

ていけるように進めていきたいと思いますし、当然並行して雇用の紹介にまで持ち込んで行きた

いなということでスケジュール感を持って進めていくということでありますのでご理解をいただ

きたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 ３１年で調査を行いながら十分進めて行きたいということですけども、ここで提案させていた

だきますが、まずは農業、建設業、商工業、たくさんの業種がある訳ですが、それぞれの業種が

まずテーブルについて、それぞれの課題を共有すること、これは情報収集とともにやっていかな

ければならないことと思います。言うなれば各業種を結んだ協議会がまず必要ではないかという

ふうに考えますが、いかがでしょうか。 

協議会が設立されて農業、建設業、商工業などの雇用の情報集約される、その集約の先にある

いは業種をまたいだ継続的な雇用の可能性も期待できます。例えばですが、農作業の請け負いの
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コントラを、春にする。その後建設業をする。その後除雪の方の業務をする。各業種をそれぞれ

異なった業種をまたいだ継続的な雇用も、この協議の先には生まれてくるんではないかというふ

うに思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 人材バンクの具体的な進め方ということになってくるかと思いますが、まず行政において一定

の調査を進めさせていただきたいというふうに思っておりますが、結果的には、御質問をいただ

きましたように、業種間での雇用希望時期というものも、それぞれ違ってまいりますし、できれ

ば、１つの業種で１年を通じて雇用の形態がとれるのが一番いいのかなというふうに思っていま

すが、その職種によっては、この時期だけしかというのも相当数出てくるんではないかというふ

うに思っております。働く側として、またそれを受けいれる側としてのそこへの対応をしっかり

ととっていかなければということからいきますと、やはりそれぞれの業種の皆さんにも認識とし

ては共有してもらった中で進めていく必要があるというふうにも理解しているところであります

ので、今後協議会の方式がいいのか、会議方式がいいのかというふうにも思っておりますが、そ

こら辺検討を加えていきたいと思っているところでございます。 

また先ほどお話しておりました年度が間違っておりました、調査については今年度中に終わる

という予定でございます。それらの調査を集約したものについて、状況の報告については３１年

度早いうちに状況報告をし、それをもとに協議会方式にするのか、会議方式にするのか別にいた

しまして、全体での業種をまたいだそういう協議会的なものを検討を加えていきたいということ

でありますので、これらについて整理をしていきたいというふうに考えておりますので御理解を

いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 ３０年度中に調査をするということですが、何を調査するのか、よくわかんないんですけども。

情報集約をして一元的に集約するための調査なんでしょうけども、情報集約の方法をきちっとす

ることと、その手法になりますけども、先ほど言いました協議会の設立、この１つの方法でしょ

うし、まずは動き出す。農・商・工・官などの連携によって、幅広い就業機会を探し出し、幅広

い就業機会をつくり出す。そして雇用情報の一元化とそれに加えて後の情報発信、これが非常に

大事になってくると思いますのでぜひスピード感を持ってこの点については取り組んでいただき

たいと思います。 

次に２点目ＩＣＴを活用した雇用の創出について、まず、清里町でのテレワークを想定した検

討、そして準備を早急に行っていただきたいと思います。常にアンテナを張って情報発信してい

かなければ、会社の目に留まることもありません。先ほど例に挙げました北見市・斜里町のよう

に実験検証しながら、企業とのパイプをつくっていく、このことも１つの方法でしょうし、ホー



 45 

ムページはもちろんこれから情報発信していかなければならないと思います。 

例えばですけども、清里町が加盟している美しい村連合には９０社近いサポーター企業があり

ます。これらの企業にわれら美しい村、美しい町にサテライトオフィスを持ってもらう。応援し

てくれている企業がサテライトオフィスをそれぞれの美しい村に持ってもらう、このことは非常

に意義深いことだと思いますし、まずはこちらから情報を発信して、それぞれのサポーター企業

に打診をしていく。そのことからまずは始まるんだと思いますけどもいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 前段の人材バンクの関係でございますが、人材バンクを進めるにあたっては、事業所ごとのさ

まざまな雇用環境、求人情報などその調査をするということでありますので御理解をいただきた

いというふうに思います。 

それから２点目のテレワークの関係でございます。先ほど申し上げましたように、近いところ

では北見市また斜里町が実施をされておりますんで、これらの状況をつぶさに勉強させていただ

きたいというふうに思っております。また１つの切り口としては、折角美しい村に加入をいただ

きました８０数社がその中の協賛会員となっているわけでありまして、そこら方々に対する清里

町の受け入れ環境について説明をしていけるようにしっかりと対応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。 

政府においては、働き方改革の中で、育児や介護との両立をさせていくというような意味合い

の中でテレワークの普及を打ちだしていくわけであります。これはきちっと機能するようになれ

ば、こうした企業がない地帯においても、電話・電信回線があれば、十分に仕事ができるという

環境が整ってくるわけでありますので、導入に向けた試験事業も含めて検討を加えていきたいと

いうふうに考えているところであります。 

ただ実際には国の方でも、総務省にあるんですが、テレワークの実証実験の希望を総務省のホ

ームページでやっておりますが、現実的にはなかなか乗ってきてくれていないというのが実情だ

そうであります。斜里町でやられている部分についても数十社それは単発で来られているんであ

って移住定住の将来につながる企業誘致が１つもつながったものがないということもありますか

ら、そこら辺をどちらで捉えて行くんだという意味も含めて勉強をしていかなきゃならないかな

と。移住定住の雇用の部分だけでそれもかなりの人数の方は、来てくれますし、滞在してくれま

すから。そういう部分で捉えるのか、企業誘致として捉えていくのか。そこらへんを十分検討を

させていただければなというふうに思っておりますが、せっかく清里町では、全地域に整備がさ

れているわけでありますが、これらの有効活用に向け、少しでも発展性のあるように努力をして

まいりたいと考えております。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 
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○２番（堀川哲男君) 

 斜里町、北見市が実証実験をされているというので、非常に先進的な取り組みだと思っており

ます。課題も抱えているようですよってお話ありましたけども課題が出てくるからこそ、それを

解決していかなければならないし、その課題に向けての模索っていうのが、新しいこと生み出す

力にもなっていくと思いますので、ぜひ尻込みしないでそういうものには取り込んでいくべきだ

と思います。 

また美しい村連合などの企業にサテライトオフィスとしてうちの町の施設を使ってもらって

はどうですかというお話をしましたけども、そういうテレワークを基本としたサテライトオフィ

ス以外にも、例えば空き店舗、閉校校舎の使い道はまだまだあるんだと思います。 

例えばですけども、町内の何か起業をしたいという気持ちがある人がオフィスとして使いたい、

ちょっと自宅だけでは手狭なんですよね。そういう場合にサテライトオフィスじゃなくてシェア

オフィスという形になると思いますけども、そういうような道も検討していただいて、是非受け

皿にも空き店舗や閉校校舎などを有効利用できるような方策が出来ればすばらしいなと思うんで

すけども、そ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) 

 ＩＣＴを使ったそれぞれの企業起こしということと、また一面町内の空き店舗の有効活用とい

う組み合わせになってくるかと思います。いろんな面でそういう対応をしていかなければと思っ

ているところでございます。しっかりと対応できるように努力をしていきたいというふうに考え

ているところであります。 

いずれにしても、やはり清里町を知ってもらって来てもらうと、そこからスタートをかけなけ

ればなという思いであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 知ってもらって来てもらう。本当に大事なことだと思いますし、雇用問題以外に移住・定住・

観光、まずは知ってもらう、来てもらうというのが非常に大事な施策の一つだと思いますので、

ぜひともこれは力を入れて続けていっていただきたいと思います。 

このＩＣＴを活用した雇用創出、これも後期５ヶ年計画と総合戦略に掲げられている重要な施

策の１つですので、これについてもスピード感を持って、すぐにでも始められることはすぐにで

も前向きな取り組みをしていただきたいと思います。 

次に地域おこし協力隊による雇用創出についてですが、私はことあるごとに協力隊の積極的な

採用を提案していますが、なかなか前向きな対応が見られません。 

平成２９年度北海道では５９３人の協力隊が活動しています。その中で１０人以上採用してい

る町村が６町村あります。申し上げますが栗山町１２人。ニセコ町１１人。東川町２７人。津別



 47 

町１２人。上士幌町１５人。新得町１９人です。今申し上げたどの町も地域おこしの先進地であ

り、その中で協力隊が一翼を担って非常に頑張っている町村です。今月の道新に載っていた記事

ですが、栗山町の協力隊員たちがふるさと納税を活用したインターネットのクラウドファンディ

ングで６００万円の募金を募り、カフェバルを先月開店し、来年には、ゲストハウスを始めると

いう記事が３日間の特集で載っていました。地域おこし協力隊は、まちの活性化の起爆剤にもな

りえると思いますし、新たな雇用を生み出す種まきをしてくれる存在。このような存在だと思い

ます。 

今は協力隊を採用する市町村はどんどん増えまして、道内１７９市町村のうち８割の市町村が

採用しています。いわゆる売り手市場の中、募集をかけてもすぐに希望に沿った人材が採用でき

るとは限らない状況になってきています。現に、本町でも４月から採用の予定の協力隊員が９月

と１１月にずれ込んでしまいました。これを解消するためには常に門戸を拡げ、継続的に募集を

続けていかなければ、なかなかいい人材の採用には至らないと思います。この積極的な採用と継

続的な募集についての町の考え方を再度お聞きします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 地域おこし協力隊の関係でございますが、先ほども申し上げましたように、本町においては昨

年まで２名で、今年度も２名ということで採用させていただいているわけでございます。それぞ

れの方々については、それぞれの役割の中で活躍をいただいているところでございます。 

町においても、そうした協力隊の力を借りながら発展をさせていく分野はまだまだたくさんあ

るだろうというふうに思っております。それの分野でしっかりと来られた方をサポートし、つれ

てくれば良いということにもなりませんので、そこら辺をしっかりサポートできる体制がとれた

ところを含めて、新たな採用も考えていきたいというふうに考えているところでございます。清

里におけるふるさとを通しながら、新たな仕事を求めていければという事業所が、これからどれ

だけ出てくるのか。そこら辺も踏まえて対応したい。 

今まで進めてきたのは、どちらかと言うと行政主導型で行政の必要とするところを探してきた

わけですが、行政だけではありませんので、町内全体の企業の中においてもやはりまちづくりの

将来性を考えた場合においては、そういうような部分での採用といいますか。派遣といいますか。

そういうことも可能になってくるわけであります。あくまでも採用自体は町が行わなければなら

ないということにも相なっておりますから、これも広く希望される業者の方々がどうなっている

かと調べながら対応していければというふうに思っているところでもあります。 

ただ一番心配しているのは、ほかの町村でも多くの人を雇って、どこかの事業所にぽんと預け

てという、そういうところもあるみたいですから、決して私どもはそういう採用の仕方は、しな

いというふうに思っておりますんで、あくまでもまちづくりに携わっていただける新しい企業に

向かって事業展開ができる可能性があるところをしっかりと探しながら掘り起こしをかけて行き

たいというふうに考えておりますので、ご理解頂きたいと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 協力隊を採用するにあたってはサポートできる体制をしっかりと組みながら、前向きに捉えて

行きたいという答弁だと思いますけども、もちろんご存じだと思いますけども、この協力隊制度

には国からの財政支援があります。隊員募集等に係る経費、上限が２００万円まで国が援助しま

す。隊員の活動に要する経費、これは給与ですとか活動費。これら合わせて４００万円まで国の

支援があります。さらに卒業した隊員の起業に要する経費これは卒業したあと、１年間に限るも

のですけども１００万円までというような国からの支援があります。清里町が実質負担する経費

は、隊員一人当たり年間１００万円程度で済みます。この協力隊制度を上手に活用して地域おこ

しに繋いで町を活性化することは、町の本気度、やる気の現れだと思います。 

現在清里町の協力隊は公務員の延長的な考え方で、町は採用されていますけども、清里町にも

まだまだ協力隊に活躍してもらいたい、新たな仕事がたくさんあると思います。清里町にあれば

良い仕事、あればいいなという仕事を、新たに必要な仕事を協力隊に担ってもらう。そのための

募集をするべきだと思います。 

例えば清里町には、乳製品の加工品はありませんが、３年間をかけて技術を習得し、３年後に

チーズやバーターですとかアイスクリームの加工、乳製品の加工品も商品化する。これなんかは

岡崎牧場の牛乳を使えば、岡崎朋美ブランドの商品ができるかもしれません。または清里町はシ

カの食害が深刻になってきていますし、クマも最近随分と出没するようになっています。しかし、

ハンターが今現在足りない。高齢化になっているというのも現状で非常に困っています。３年間

で協力隊としてハンターを養成し、同時に今少しずつ注目されているジビエ料理を提供する。お

もしろいと思いますし、さらに考えられるのは、清里メロン。青肉でとってもおいしい清里メロ

ンですけども、次に引き継ぐ、技術を継承する後継者がなかなかいないので、このメロン栽培も

先細りになっていく恐れがある。協力隊にお願いしてメロン栽培技術を継承してもらい、３年後

には新規就農をしてもらう。３年後を見据えた開業、起業でき、その間に技術を習得してもらう

ことを前提に協力隊を募集していく。このような協力隊の募集方法はいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 協力隊の関係については、さまざまな効果というのが考えられるんではないかなというふうに

思っております。よそから来て、他人から見た目というのがまた刺激にもなりまして、新しいも

のを発見するという効果にもつながっていくのかなと思いますし、単純に人数が増えてくれば、

移住定住と同じですから、来られればそれだけ活性化するということもあります。それから技術

的なまたさまざまなそういう職種の方々もおられると思いますんで、そういう面においての新し

い仕事の開発ということも可能ではないかなというふうに思っております。 

また町においても、地域ブランドをどう立ち上げていくか。また特産品をどう開発していくか、

販売していくかと、そういう部門においても、やはりそれら部門、部門の的確な考え方も持たれ



 49 

ている方もいらっしゃるというふうにも思っておりますので、そうした方々を全体として清里の

中でどういうふうにまちづくり、地域おこしに繋がっていけるのかということを考えながら、や

はり採用雇用をしていかなければならないというふうに思っております。 

単純に地域おこし協力隊を採用すると交付金があります、確かにそのとおりでありますが、た

だ、全体枠の交付税は年々減少してますんで、総論としてのお話で捉えていくべきであって、各

論は果たしてその部分が計算上はされているんですけど、その分全体的に落ち込みになってきて

いますから、単純にそこだけを捉えていうのもなかなか難しいのかなというふうに思っておりま

す。ただ制度的には、今議員の方からおっしゃられたそういう内容で制度化されているというこ

とが事実でありますので、そうした財政的な支援も有効に活用していくというのも十分に検討さ

せていただきたいと。 

ただし、先ほど来申し上げておりますように一定程度来られた方をサポートできるという地元

体制がとらなければ、ただやみくもにつれてくればいいということにもならないかなというふう

に思っておりますんで、そういう中において、これから内部的にも十分に検討を加えていきたい

というふうに考えておりますので、ご理解を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) 

 サポートできる体制というお話が再度ありますけどもサポートできる体制はこちら側でつくる

体制ですので、努力すればその体制はでき上がっていくということですので、ぜひその辺検討し

ていきながら、この言葉は前向きに是非とも進めていただきたいなと思います。 

先ほど例もあげましたけども活躍できる場はまだまだたくさんあるんだと思います。例えば各

原課からいろんな要望を吸い上げただけでも、うちの課でこんなことを協力隊にやってもらいた

いようなことがあるんだよ。あるいは役場以外でも農協ですとか、ほかのいろんな事業所におい

ても、例えば農協ではこんなことで協力隊お手伝いしてもらえるんじゃないかなっていう話が出

てくると思いますので、その辺は少しアンテナを広げて協力隊の活躍できる場を再度検討して前

向きに取り組んでいただきたいと思います。 

今回雇用について、３点質問をさせていただきましたが、すぐに雇用というのは生まれてくる

わけでもありませんし、雇用の環境がすぐに良くなるわけではありません。しかし可能性を探り

準備をしていかなければなりませんし、アンテナを張って情報発信していかなければ何も生まれ

てこないのは、現実です。雇用情報の集約と情報発信。そして多彩な雇用環境をつくり出してい

くこと、町の５カ年計画、総合戦略の重点項目もありますので、人口減少に歯止めをかけるため

にも雇用をめぐる施策に力を十分入れていただくことをお願いして質問を終わらしていただきま

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) 

 ご質問いただきました、それはそれぞれの項目にわたりまして御質問の趣旨を十分に捉えなが

ら、人口減少対策の１つとしても捉えて、またまちづくり総合計画、そしてまち・ひと・しごと

総合戦略そこに記載された、目的に向かった事業の展開を進めてまいりたい。そのように考えて

おりますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで、堀川哲男君の質問を終わります。ここで２時５０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４６分 

再開 午後 ２時５０分 

 

○議長（田中誠君) 

会議を再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 先に通告してありました、町政に対する２期８年間の実績と評価について、定例会一般質問の

場は４年任期の最後の年でありますので、櫛引町長にとりましても私にしましても、締めくくり

であります。しっかりと総決算という思いを込めて、一般質問をさせていただきます。 

まず８年間の事業の検証と今後のまちづくりについてお伺いをいたします。櫛引町政になった

２０１１年。第５次総合計画がスタートしまして、グランドデザインを策定した後、これまでに

さまざまな新規事業、意欲的に進めてきました。私の持っている資料によりますと、１期目の平

成２３年度から平成２６年度までの新規事業は各課によって多少違いはありますが、全体で５１

事業。また２期目の平成２７年から平成３０年度に関しましては６６事業。この８年間で１１７

事業であります。これだけの事業でありますので、当然ハード事業もたくさんありましたし、ま

たソフト事業もたくさんありますが、これらを踏まえて、櫛引町長にとってこの８年間の様々な

事業に対し、自分自身の中ではまずどのような評価をしているのか。これをまず１回目の質問と

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) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただ今の池下議員からの御質問にお答えをいたしたいと思いますが、議員もおっしゃられまし

たように、この２期８年間の総括としてのお答えを申し上げたいと思いますので、少々長くなる

かと思いますが、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

この中の２期８年に実施された事業の検証と今後のまちづくりでございます。私は８年前に
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「みんなでつくる明日のふるさと、まちに活力とにぎわいを」をメインスローガンに長寿時代を

迎え、みんなで支え合い健康で安心して暮らせる、やさしい笑顔の溢れるまちづくり。そして次

代を担う子供たちがのびのびと育ち、一人一人の夢や暮らしを大切にする町の２つの基本目標の

もとに、大きな５つの政策目標を掲げ、多くの町民皆さんのご支持、ご支援をいただき当選をさ

せていただき町政を担わせていただいたところであります。 

以来、私は町民の皆さんが本当にこの町に住んでいて良かったと実感のできるまちづくりを推

進するために、産業の振興はもとより次代を担う子供達、若者たちの健全育成と教育環境の充実、

そして健康づくり施策を重点に清里町の将来につながる、さまざまな政策を全力で推進してまい

りました。 

しかしそうした施策の展開をもってしても、中心市街地における商店やレストハウスの閉店、

人口の減少や少子高齢化、長引く景気の低迷や消費の町外への流失。さらには農業基幹とする農

村地域に大きな影響を及ぼすことが懸念されております、ＴＰＰやＦＴＡ協定における経済のグ

ローバル化などの大きな課題や問題が次々と発生しており、市街地の賑わいや町全体の活力の低

下が懸念されておりました。そうしたことから、これらの課題を少しでも解消することを念頭に、

みんなの力で未来をひらくをメインスローガンに１期目に掲げた分野別の５つの政策目標のもと

に、２期目の町政のかじ取りを担わせていただいたところでございます。 

私が２期８年間で実施してまいりました、新規の政策事業等につきましては、その時々の状況

とニーズに基づき、まちづくりの基本方針に沿って推進をしてまいりましたが、ソフト・ハード

の政策事業別では１００項目以上となっておりまして、それぞれにおいて全力を傾注し推進をし

てきたところでございます。 

特に２期目においては、安全で安心な町づくり、子育てのしやすい町づくり、新たな人の流れ

をつくるを重点に、幸せが実感できるまちづくりのために誠心誠意取り組んでまいりました。ま

た限られた予算の中で最大限の効果が現れるように、時には私自身が自ら、国や北海道、関係機

関に出向いて精力的に要請活動を行いながら事業の推進をしてきたところでもございます。 

そうした結果、町の借金であります、地方債の残高は、私が町政を引き継いだ平成２３年度当

初において約８５億ありましたが、現在の平成２９年末には、６８億までに大きく削減すること

ができました。また直近であります基金残高につきましても平成２３年度当初で３３億円だった

ものが、今現在においては４６億円まで積み上げることができたわけでありまして、財政の健全

化に対しましても一段と堅実さが増してきているところでもございます。 

御質問の自己評価と検証でございますが、評価につきましては町民の皆さんと時代が評価をし

てくれるものと判断をするところでございます。しかしながらすべての政策事業が理想とするま

ちづくりの実現に向けて一定の機能を果たし、効果を発揮しているものと自分なりに判断をいた

している次第でございます。また各施策や事業等の検証につきましては、年次ごとの予算編成時

期を中心に担当する部署と事業ごとに反省評価、そして検証のもとに予算編成を行っているとこ

ろでもありますし、常任委員会での意見や予算や決算審議の中での御質問御提言とさらには町民

懇談会などでの御意見などを参考に、より効果的、効率的な政策そして事業の推進を図っている

ところでございます。 

今後も常に内容の精査、そして点検を行い、時代のニーズにマッチした制度となるように執行

してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

以上申し上げまして１回目の答弁とさせて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) 

 今、町長の答弁の中で、平成２３年に町長に就任してから町民が住んでいて良かったというま

ちづくりをしたい。これは、櫛引町長だけではなくて、どこの町村の首長さんも皆同じことを考

えているはずなんです。そんな中でこの８年間、いろんな事業を行ってきて、自分の中では、あ

る程度効果を発揮している。そういう答弁でありました。 

再質問とさせていただきますが、平成２３年度のまずは新町の定住促進団地整備事業をはじめ

としまして住宅リフォーム事業、店舗出店支援事業、公営住宅整備事業、高齢者の暖房費助成事

業、子育て支援保育料補助。多数のすばらしい事業が私もあるとそういうふうに思っております。 

特に私がこれは凄いなというふうに思った事業は、子育て支援医療費補助。これは高校生まで

無料で診療できますけど、これは北海道内でも中学生まではありますけれども、高校生までの医

療補助というのはなかなか無いのかなと。それと妊婦歯科検診事業。これも２８週まで１回受診

できます。それと不妊治療助成事業。これ人工授精の費用でありますけれども、これらに関して

は、本当に北海道でもほとんどの市町村はこれをやっていないというふうに私は自負をしており

ます。本当にすばらしい事業だなと。もっと進んだ考えとしては、歯科検診について本来であれ

ば、歯科衛生士さんを正職として雇用して、妊婦さんだけでなくて幼稚園児、保育園児、小中学

生。そして老健、清楽園、ケアハウスと、こういったお年寄りの歯の検診にも役立てていければ、

まだまだすばらしい事業になるのではないかなというふうに思います。これらの事業に対して、

町民の方々もとてもありがたい事業だという声も私は多数聞いております。是非これからもこう

いった事業を継続していって頂きたいと思います。 

しかしその反面、議員として８年間やってきた中で、これはだめだなという事業がたくさんあ

りました。再生可能エネルギー導入可能性調査事業は５００万ぐらいかかっています。そのうち

国からの補助金が３分１くらいあります。それからさくらの山整備事業も２６０万ほどかけてお

ります。どちらの事業も、基本設計費を数百万もかけていながら、途中でやめてしまって全くお

金を無駄にしていると。この２つの事業に関しては、当初常任委員会の中でも反対する議員が沢

山おりました。じっくりと時間をかけて議論をすることもなく、設計予算を提出された事案であ

ります。さらに庭園のまちづくり構想において、札弦・緑間の桜並木に関して、この冊子にもし

っかりと桜並木が載っております。しかしこの事業は全くの絵にかいた餅で、前に進まなかった

事業であります。私が申した通り、櫛引町長の８年間の中には良いところもたくさんあります。

しかし悪いところもあったと。私はそういうふうに認識しておりますが、町長としては、こうい

った反省評価というのは、どのように考えておられるのか、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) 

 私の２期８年間の町政運営の中において、先ほど申し上げましたが、かなりの数に上る施策事
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業を実施してまいりました。その中すべてが１００％であると私自身も思っておりません。事業

効果がまだ目に見えてきていないものもありますし、徐々にしかなかったもの、薄かったもの、

それ以上にあったものもその代わりにあったかなというふうに思っているところでございます。

それらの関係について事業効果がより高まるように、これからも常に検証しながら評価をしてい

きたいというふうに思っておりますし、またどうしてもタイミング的に取れないというようなこ

とになって来れば、新たな事業へのスクラップアンドも含めて、やっていかなければならないと

いうふうに理解をしているところであります。その中でも３点ほど、この事業は全く前へ進まな

かったかなという御指摘をいただいたところであります。 

１６号のさくらの山についてはその時点では、まだ桜の木は小さかったというようなこともあ

って、時期尚早ではないかという御意見をいただいた中での保留をさせていただいたものであり

ます。その後約１０年経ってきました。そろそろまたどういう姿に持っていったらいいのかと、

ただ植えっぱなしにしておくというわけではなくて、やはりそこをうまく活用する方法も考えて

いかなきゃならないというふうに考えている次第でもありますので、また状況を十分判断をしな

がら議会とも十分に相談をさせていただきたいというふうに思っている次第であります。 

それから再生可能エネルギーの導入の関係でありますが、この中でも調査でそれなりのお金を

投下してきたということも事実でございます。太陽光発電の部分でいけば全体で１７か所の計画

を立てたわけでありますが、実際的にはこの役場庁舎、それから緑センター、札弦センター、さ

らには保健センター、町民プールということでその後導入をしたところでありますが、その導入

して数年するとＦＩＴの価格が下がってきたということと、公共単価のためにどうしても割高に

なって、当面その償却年数の中で、減価償却ができ得なくなってきたということの現実があった

わけでありまして、その中で状況を判断させていただいたということでありますが、これらの対

応が変わってくると、それについてはそれなりの一定の方向性が確認されているところでありま

すので、計画を進めていきたいというふうに思っております。 

それともう１つその時点であったのは、系統ごとの電力の受入れる容量が無いんだということ

で、申請段階で断られたという部分もございましたので、そういう部分も含めて、今後系統は容

量が増えたり、また単価の改正が起きたり、事業費がぐっと現状単価に合うように、民間単価と

同じように行政が発注する場合でもできるとなれば、売電だけを目的でなくて、将来のやはり地

球温暖化、二酸化炭素の抑制というような観点からも、行政がやるべき仕事というふうに１つと

思っておりますので、そこら辺も含めて、まだ検討余地は十分にあるの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。 

また緑の回廊作り、札弦・緑間の桜並木作りでございます。本件については道道側とまたＪＲ

釧網線との間にちょうど囲まれた区域を並木を入れたい。現状において雑木がびっしり生えてい

る地区なもんですから、その雑木を整備しながら並木を植えていきたいということで、道道側と

も相談をさせていただきましたが、現状の中では自然に生えたものはしょうがないけれども、新

たに植えるとなれば維持管理の問題等もあって道路の管理上も好ましくはないというようなこと

で、その計画自体が頓挫をしているという状況にありますが、私は決してまだ諦めてはおりませ

ん。まだまだしつこく要請をしていきたいというふうには思っているところでありますが、その

結果において、いつの年にどうできるかということには至っておりませんけれども、それらの計

画に基づいて、粘り強く可能性を探っていきたいというふうに思っているところであります。 

今ご指摘をいただきました、３つの大きな事業関係についてはそうした経過の中で、今現在保
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留されているというのが実態でございますが、今申し上げました、その範疇において可能性を探

っていきたいというふうに考えている次第でございます。またそれ以外の部分においても、先程

言いましたようにすべてが百点満点というわけにいかないわけでありますから、常に点検見直し

をしながら、より良い姿になるように進めていければというふうに考えておりますし、これらの

すべての事業が絡みあって、我が町の方向性が確認されていくんだろうというふうに思っている

次第でもありますので、これからもしっかりと内容を詰めて、そして軌道に乗せていきたいとい

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) 

 今私が指摘したところに関して、町長の答弁いただいたんですが、さくらの山に関して１０年

経った。当時は植えて間もなくて小さかった。そういう考えだったら、そういうときに設計費を

つくらないでこうやって大きくなってから作ればいいんですよ。あのさくらの山の時の設計費の

中に、たしか休憩小屋でしたかそういうものを作りたいとかって発想のもとで設計費や予算組ん

だわけです。早い話が桜植えたから、将来桜が咲くから、そういう皆さんに来てもらって楽しん

でもらえるような事業をやりたいとだったら大きくなってからでもいいんですよ。小さい時にや

る必要もないんですよ。 

それから太陽光の話ですが、売電だけでなくという答えでしたけれども、まさに公共事業でい

ろいろなところにやってきました。だけど売電だけの目的でこうやってきたから、今年ああやっ

てブラックアウトになったときに本当に蓄電されてないために使えない。そういう状況だったん

ですよ。保健センターと清楽園に関してはおよそ５千万ぐらいの予算で発電機導入したために大

事には至らなかったんですが、やはりうちのこの本庁舎すら電源がないような状況で町民の方々

も携帯の電池がないということで一杯来ましたけれども、そういったことも頭に入れて、蓄電シ

ステムをやるんだということも想定しながらやっていく。そういった事業であれば、ああいうふ

うに防災になった時に役立つんですよ。事業の予算は我々がやる予算よりも倍もお金かかるんで

すよ。公共事業だと。それで売電の単価だってそんなに高くはない。だから私実は反対しました。

この事業は。こういった事業に何億もお金を使うのであれば、これを売電のあがった予算を子育

て基金に使いたいということで、年間３００万くらいですか、上がってはおりますけども。そう

ではなくて、後々の売電単価の値下がり。それからメンテナンス費用。そういうものを考えた時

に、そういった無駄な投資じゃなくて、基金をうまく町で作って運用した方がいいというふうに

私は思う。 

それから最後に町長言いました、桜並木に関しても、これはこういった冊子に載せる前に、Ｊ

Ｒにここはどうなんでしょうと聞いたら解るんですよ。答えはすぐに出るんですよ。それをあた

かも、こういうふうに載せて町長、公約ではないですけどね。こうやって載せてやるということ

は、みんなこういうふうになるんだなと思うんですよ。それができない。そして丸８年が経った。

でも私はあきらめていない。進まないですよね。ＪＲがあそこにずっとあって、雑木が山ほどあ

る状況で進まないと思います。ぜひそこらへんもこれからも考えていっていただきたいと。 

それと、この８年間につくられた建築物たくさんあります。まず公住関係で言えば、ひまわり



 55 

団地だけで１０棟２１戸。札弦団地を入れると１１棟２３戸。それから札弦センター、光岳小学

校体育館、パパスランドさっつる、情報交流施設きよ～る、町民プール、そして今回のケアハウ

ス。何施設もあります。もうほとんど整備が終了したと私は考えておりますけども、これからは

こういったハード事業ではなくて、もう少しソフト事業を中心に進めていった方が町民の方は喜

ぶんじゃないかなというふうに私は思うんですが、町長はどのように考えておりますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 先ほどのさくらの山の関係、また再生可能エネルギーの導入の太陽光発電の関係。そして庭園

のまちづくりの緑の回廊づくり事業のそれぞれの関係でありますが、私どもとしては１６号のさ

くらの山についても公園化をしていきたいという形の中で進めたわけでございますが、当時もま

だ桜が咲くまでには時間がかかるんではないかと、それからでもという話をいただいたものです

から保留しているという状況でありますので、ご理解をいただきたいなというふうに思っており

ます。 

また今回の太陽光発電の１７カ所計画をしたんですが、実際的にはそこに至っていないという

のも事実でありますが、その至っていないのにもそれぞれの理由があってのものでございました。

それに応じていろいろ検討を加えた結果ということであります。これについても条件が解除され

れば、やはりそこら辺についても考えていかなければなりません。 

特に防災拠点施設になるべき場所については、蓄電装置を合わせた中で設置のタイミングを図

っていきたいと思っていますし、特に今回９月６日のブラックアウト。こんなことは全く想定を

していなかったわけですが、現実、起きたわけでありますから、そうなれば特に防災拠点施設に

ついては蓄電措置を含めた中での電源確保。太陽光だけでは、日中はいいですけど、夜になると

効かないわけですから。そこらへんも含めてやらなければなりませんし、非常用電源をいかに確

保するかという観点からやっていきたいというふうに思っております。 

また先ほどの緑の回廊の関係についてはＪＲと道道とのちょうど間になるものですから、ＪＲ

敷地にはほとんどありません。道道側の敷地の中ですが、後から道道が道路の整備以外で購入し

た土地が実はあります。そこにやりたいということで進めていたものですから、道道の敷地の中

ではないんです。それとちょうどＪＲでとの間にまだもう少し敷地がある。そこをお願いしたん

ですが、なかなか道道側が道路に影響してはという話で、前に進んでいなかったということでも

ありますんで、ここら辺整理をしながら可能性は探っていきたいというふうに申し上げたところ

でございます。先ほど説明の中でＪＲの方が説明が早かったものですから、ちょっとそういう誤

解を招く内容になったかなというふうに思っております。 

それから全体を通じたまちづくりの政策や事業関係であります。御案内のように、ソフト事業

についても１００以上の項目を実施をさせました。これはハードからソフトへという考え方のも

とにこれだけの事業入れてきたわけでございます。またハード事業についても、一定の事業をし

っかりと整備をしてきたという状況にありますが、御案内のように、ある程度、町においては施

設が整ってきたということも事実かなと。これからは公共施設の長寿命化に向けた取り組みを重

点的に進めていかなければならないと。そんな時期に来ているのではないかなというふうに思っ
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ているところでもございます。 

全くハードをしないとか、ソフトをしないだとかという、そういうことではなくて、やはりバ

ランスが良い町づくりを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ので、これから

も必要とされるハードもソフトも十分に皆さんの御意見を聞きながら、進めていけるようにそん

な考え方の中で進んでいきたいなというふうに思っております。 

特に小学校の旧校舎が残っている部分がございます。統合したことによって、江南、また新栄、

そして緑、今度は光岳という４校があります。これからの利活用の中で、その方向性が出てくれ

ば、そういう中で進めていくということも必要になってこようかと思いますが、やはり年数が経

ってきたという部分もありますので、そういう部分の公共施設の敷地面積の縮小。こういうもの

もあわせながら、やって行かなければというふうに考えているところでありますので、これから

の様々な事業展開においても、そういう部分も含めて検討させていただけければというふうに考

えている次第でもございます。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 まず先ほど町長答弁いただきましたが、蓄電に関しては、これは本当に速急に進めないと、い

つまたああいった事態が起こらないともないとも限らない。来年度の骨格予算をやっている最中

でありますので、ぜひこういった部分に関しても、組み入れるような方向で進めていただきたい

というふうに私は思います。 

あと、実は先日９月産業まつりの時に清里町１２０周年開町７５周年事業を行いました。たく

さんの方の参加をいただいて、３００万何名ですか、来ていただいたというふうに思います。実

は５年前にやっているんですよ、この記念事業は。その時に１１５年開町７０周年。わずか５年

の足らずの間に、２回やったということは何の意味があるのかなと。記念事業はこんなにやらな

いんじゃないかなというふうに私は思うんですけども、町長、今後また５年おきにやるのか、さ

らに先１０年間を置いてやるのか。その辺町長の考え方をお聞きしたいと思うんですが、いかが

ですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 前段の非常用電源の関係でありますが、これらについてはまたいつ、どういうふうにというこ

ともありますので、なるべく早い段階で、まずはこれを入れる前に設計をしなければなりません

ので、設計業務から入っていく。そして近いうちに整備をかけていくという方針で進めていきた

いというふうに考えているところであります。 

それから記念事業でありますが、今年はちょうど清里町開拓の鍬が下されて１２０年。そして

小清水・斜里町から分村、独立して７５周年という大きな節目の年でありまして、その記念事業

５年前もやったじゃないかということでありますが、たまたま５年、５年でそういう想定がされ
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ているものでございまして、１００年やってからしばらくちょっと間があきました、はっきり言

って。それまでについては１つの区切り区切りとして、５年ごとに今までもやってきたという実

例もございまして、私になったから急に始めたとかそういう話ではありません。１つのやはり５

年というスパンの中で、近年のまちづくりの方向性を町民の皆様とともに共有していくという、

そういう意思決定のためにも、この記念事業をやりながら、清里町の将来を考えていきたいとい

うことでありますので、ご理解をいただければというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ５年前にやったじゃないかというふうに指摘したのは、この記念式典１回やるだけで３５０万

かかるんですよ、であるならば１０年おきでもいいんじゃないのかなというふうに私は思うんで

すよ。 

今回の一般質問は２期８年間の検証ということでやらしていただいておりますので、さらにお

伺いしたいと思いますが、平成２８年の９月、今から２年前。一般質問を行いまして、災害対策

ということに関して一般質問をさせていただきました。その中において、緑ダムの決壊について

私が１度シミュレーションを行った方が町民の方が安心するのではないかというふうに発言した

際、町長は基本的には決壊するとは考えていない。しかし仮に決壊したときのためにもう一度考

え、シミュレーションを１度させていただきたいとこう答えている。しかし、今年の９月の決算

委員会の中で、私は総括質問行いましたけれども、その中の答弁では災害の形態が変わってきて

いるので、斜里川の洪水のシミュレーションを先にやっていきたいというふうに答弁しておりま

す。 

今年の仕事にも入っておりますけれども防災計画概要版というのを作成しまして、町民１戸１

戸に、この概要版をすべて配っております。この概要版を配るということは皆さんに防災意識を

しっかりと高めてくださいよと言う趣旨のものだと思います。しかし町民がいくら防災意識を高

くしても実際にダムが決壊したときに、シミュレーションができていないとどうやって動いてい

いかわからないです。東京近郊で南海トラフの心配がされております。横浜市なんかも海に面し

ておりますから、私たちの町とは違いますけども、当然シミュレーションをして、海の水がどう

いうふうに流れてビルの何階まで行くとかっていう、そういうシミュレーションが出来ているん

です。東京都もそうなんですよ。 

町長、あの緑のダムが土盛り式なので決壊しないというふうにおっしゃっておりますけれども、

あの２年前にシミュレーションをするといって、今何もしていない。あの答弁は私に対して言っ

たのではなくて、私たち議員の後ろにいる町民に対して言ったんですよ。それが２年経った今も

すべて何も進んでいない。シミュレーションも出来ていない。あのときの答弁。その場しのぎの

虚偽答弁だったというふうに私は解釈しますけども、そうでよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 



 58 

○町長（櫛引政明君) 

 只今の御質問でございますが、斜里川の洪水に関わるハザードマップについては斜里川水系の

協議会の中で一定の方向が示されましたので、それに基づいて明年以降に作成をする段取りに入

ってきたということでご理解をいただきたいと思います。 

それとダムの関係については、前から申し上げましたように基本的には決壊をするという考え

方はありません。それと開発の方にも確認の結果、基本的にはロックフィルダムについて、決壊

の実例がないということをお聞きいたしております。 

ただその後に、ダム堤体に関わる防災、災害での基準が変わってきておりまして、現在その再

調査を緑ダムで行っているということでありまして、今年と昨年と今年度の２カ年でその調査が

終わりますんで、終わった段階で、実際的にどういう堤体の共同関係があるのかとか、それが示

されてくるということにあいなっているわけでございますので、そこら辺については、その資料

が出た段階でまた公表をと言いますか、周知できるものについては周知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) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 という事は２年前に私の一般質問のときに、このシミュレーションをすると言ったことは、じ

ゃあ訂正ということでよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 結果的にはそのとおりかなと思います。だけど御質問をいただいた、その年度の段階で開発の

方にはシミュレーションの要請はいたしました。要請はいたしましたが、こういう堤体調査が入

ってくるということの中で開発の方は、こちらの国の基準に基づく堤体調査に入ったということ

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) 

 要請したけれども、無理だったというふうに理解します。 

今回の議会一般質問、私を入れて５名。５名って言うのは平成２７年の９月以来の５名なんで

すが、実は今回の４名議員さんの質問項目、地域交通、人口減少問題、それと雇用の整備と。清

里町だけでなくてどこの市町村も、この問題は頭を抱えているのかなというふうに私も実感して

おります。この問題のほかに医療それと教育。そういったところも大事ではないかな。最も重要

なところではないかなというふうに私も思います。 
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しかし、私が思うにはそういった大事な医療、教育、人口減少問題。すべてに絡んでいる根幹

にあるのがやっぱり経済。経済の活性化が街にもたらすと、こういった問題って解決していける

んですよ。 

私もこの８年の間に、街中ににぎわいをという観点から町長に対して地域振興対策という項目

で今まで何度も一般質問行ってきました。今般、緑町の活性化ということでプロジェクトも立ち

上げました。また、まちなかの活性化ということで、商工振興計画がスタートいたしました。し

かし、この２つの計画というのは簡単なものではありません。何年かかるかもわかりません。相

当時間がかかるであろうということは推測できると思います。また立ち上げただけでなく、来年、

再来年としっかりと町が後押しをしなければならないというふうに思っております。そういった

中において、櫛引町長で来期も町政を担当して、うちの町を引っ張って行くんだという考えを持

っていられるのかどうなのか。そこら辺をお伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの町づくりに対する次期町政の考え方ということでありますが、先程もありましたよ

うに、私は平成２３年にまちづくりを何とか自分の手で進めてみたいという強い思いで立起をさ

せていただきました。町民の皆さんのご支持をいただき、おかげさまで当選をさせていただき、

スタートを切らせていただいたわけでもあります。２７年には再選をさせていただき、引き続き

町政を担わせていただきました。 

この間、東日本大震災をはじめとする災害が各所で起きました。また人口減少も続きましたし、

少子高齢化も一層進んでいったというような状況にあります。そして先ほどもありました、我が

町にとって大変な課題になってくるＴＰＰやＥＰＡの協定も既にされておりますし、また新たに

ＴＡＧの協定の交渉の問題まで出ております。 

さらにはＪＲの単独では維持困難な区域としての釧網線の問題。数々の諸課題が次々と発生を

してきているという状況にもあるわけでございます。 

私としては少しでも、総合計画に掲げた、そしてかつ私が公約に掲げた理想とするまちづくり

や人と自然がともに輝き躍動するまち。これの実現に向けた各種の政策展開をしてきたところで

あります。ただ、御指摘がありますように政策をもってしても、そう簡単には人口の歯止めがか

かったわけでもありません。少子化が止まったわけでもありませんし、高齢化も止まったわけで

はありません。これはもう我が町独自のことではありません。全国的な課題として、大きく惹起

されている課題かというふうに思っております。ただ放置することはできないというふうに思っ

ておりますので、できる限りの中で、そういう政策を駆使しながら、今までまちづくりを進めて

きたわけでございます。少しずつではありますが、そうした施策は効果を発揮しつつあるという

ふうに私としては評価をしているわけでありまして、これらの事業のさらなる継続性。そして新

しい課題への取り組み。こういうものをしっかりやっていかなければならない。それが私に与え

られた責務ではないかなというふうに自覚をしているところでもございます。 

今後においても町民の皆さんの御理解、御支援を頂けるものであれば、後援会とも十分相談を

させて、結論を出していきたい。そのように考えている次第でございますので、ご理解を賜りた
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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) 

 もう一度端的に聞きますが、来期も出馬するという考えでよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 私個人としてはその方向で考えておりますが、ただ先ほど申し上げましたように後援会の皆さ

んの御理解も必要でありますし、当然町民の皆さんの御指示、御支援が得られなければ、そうい

う職責には就けないというふうに理解を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、町長から、来期も出たいという旨の答弁をいただきましたので改めてお聞きしますが、私

先ほど本当にうちの町の経済がいかに大事かという話をさせていただきましたけれども、櫛引町

長になってから、この８年の間に平成２５年と平成２９年に２回の地域振興券を配付しておりま

す。どちらも１万円であります。この地域振興券に関して、本当に１年前のことでありますけれ

ども、議員も賛成、反対同数ということで、最終的に結果的には議長採決で賛成多数ということ

で決まりました。緊急経済対策ということであっても、実はもう少し時間をかけて議論する場が

あった方が良かったのかなというふうに私は思っておりまして、町長は昨年おっしゃっていた言

葉で、街中が不景気で冷え込んでいる今だからこそ必要と言って、全町民に配布をしました。し

かし現在のこの状況、清里町だけでなく、よその町もみんなそうだと思いますが、原油の高騰に

より、様々なものが値上がりをしているというのは現実であります。去年よりも厳しい状態でな

いかなというふうに私は思っていますが、今後町の活性化の取り組みについて、こういった地域

振興券に頼ったにぎわいではなくて、もっと常日ごろから街中に賑わいをもたらすための施策と

いうもの。そういったビジョンを町長はどのように考えておられるのかお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 時代時代における的確な事業の実施という中で、さまざまな事業を実施してきたところでござ

いまして、このつなぎ経済対策、また地域振興券の対策。さまざまな対策を実施させていただい
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たところでございます。 

御指摘のように、町中の経常的な賑わい作り、それも重要ではないか。その通りだというふう

に思っている次第でございます。これも単純に一過性の事業に終わってしまうという恐れもあり

ますので十分に商工業界等とも相談をしながら、また商工振興計画の中に、どういうふうに現し

ていくのか、そこらへんも踏まえて今後検討させて頂きたいというふうに考えております。以上

です。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今日朝から一般質問、私もずっと自分の番が来るまで聞いておりましたけれども、町長の回答

がなぜか検討しますが非常に多いんですよ。そうではなくて、やはり次回も首長として出ようと

いう気持ちがあるのでしたら、もう少し具体的な答弁をいただきたいというふうに私は思う。 

やはり経済が安定して活性化した町になってくると自然と雇用も生まれてくるというふうに

私は思います。雇用が生まれれば若い世代の方が、清里町に定住し、安定したら子供も増えてい

きます。子供が増えていったら、今回の学校みたいに閉校しなくていいんですよ。すべて経済、

それが中心にあるのかなというふうには、私は思っております。 

人口減少問題も今日出ましたけれども、歯止めをかけていく。増やすというのは大変なんです

よ。もう増えないんですよ。どうやって歯止めをかけていくか、町長の答弁の中で今日は聞いて

おりますと、この人口減少問題も緩やかになってきていると。確かにそうですよ。最近は本当に

３人、５人と出ていって増えて。そういった状況。今現在、たしか１１月末でしたか。人口が４

千１１４人でしたか。その前の月の末では、たしか４千１０７人だったはずなんです。こういう

ふうに本当に動いても微妙なんですよ。 

しかし、今日５人の一般質問の中で、今振り返えると皆さんの質問の項目が、町にとってすべ

て連動性がある質問ばかりなんです。これを踏まえた上で町長は今後３年かかるか４年かかるか

解りませんけれども、どういった自分の中の青写真が出来ているのか。その辺ちょっとお伺いし

たいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 先ほどの御質問の中で町長の答弁は検討しますばかりだということですが、検討の結果１００

項目に及ぶ政策事業を実施してきたわけであります。何もしなかったから、検討しますでは、何

言っているんだということかもしれん。ソフト事業だけで１００項目を超えています。さらにハ

ード事業も相当数実施をしてきたと自負するところでございます。ですから検討し、実施をして

きたということで御理解をいただければというふうに思っているところでございます。 

また今後の人口減少に対する町長としての考え方はということでありますが、これについても

先ほど議員さんの一般質問の中で答えさせていただきました。具体的な青写真についてはこれか
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らもしっかりと全体計画の中で自分の考えなりを打ち出していきたいというふうに考えていると

ころでありますが、１つの施策を持って人口減少が止まるというふうに、そんな簡単には私は考

えておりません。やはりいろいろな事業政策の組み合わせの中からそういう方向性を求めるもの

だというふうに理解をいたしておりますので、今後ともいろんな方々の御意見を聞く中で、そう

した施策の統合性を図っ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し、当然これか

ら進めていく総合計画の中に、大きな課題としての１つをやはり期していかなければならんとい

うふうに理解し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。残り時間が少なくなっているので。 

 

○５番（池下昇君) 

 はい。残り時間ももう３分少々ですので、最後の質問とさせて頂きます。 

町長が言われたとおり、私にもこうやって新規事業の資料が全部あります。いや本当に素晴ら

しい事業が一杯ありますよ。町長言うように検討してきた中でこういった事業が生まれたんだと。

本当にその通りだと思いますよ。だからこそ私は、もっとうちの町をよくするため町民が住んで

いて良かったというまちづくりをするためにどういう知恵を絞っていくのか。そしてまちなかの

活性化をどのように変えていこうとするのか。簡単なことではありません。わかります、私も。 

本当に最後の質問になりますけれども、現在交流人口も、最近は上昇気流にあります。これは

神の子池、さくらの滝のマスコミによる取り上げられ方が最近とみに多くなってきているせいか

なというふうに私は理解をしております。裏摩周から始まって、神の子池、さくらの滝、パパス

ランドさっつる。それで本町に入ってきて、きよ～る。こういった交流人口を増やすための動線

を、今後どのように生かして、そしてまちの活性化に繋げていくのか。この辺が大事かなという

ふうに私は思っております。１次産業の農業。これが幾ら充実しても、やはり商工業に活気がな

ければ町としては過疎化になっていくのは目に見えています。今後清里町に大きな企業が来る話

もありません。しかし、どのような活気あるまちづくりをしていくのか。先ほど町長が来期も頑

張る、出たいという話を聞きましたので、今後の町長の考えとそれから職員の奇抜なアイデア。

こういったものを取り入れながら、町全体の政策をよりよいものにしていって頂きたい。そうい

う私は思いを込めて、今回の一般質問をさせていただきましたので、ちょうど時間となりました

ので、この質問で終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 これからのまちづくり、そう簡単にはいかないというふうに理解をしております。さまざまな

課題が山積する中でありますので、多くの皆さん方の御意見を聞きながら、そして私は私なりの

考え方をまとめて、そしてしっかりとした方針を打ち出していきたいというふうに考えておりま

す。いずれにしても清里町に住んでいる方々が本当にこの町に住んでいて良かったとその実感で

きるような、そういうまちづくりを進めていきたいと思っておりますし、第５次総合計画で、理
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想の姿が打ち出されております。その姿に向かった町づくりということを一つずつクリアをして

いきたいというふうに思っております。 

そしてやはり住んでいる皆さんが、自信と誇りを持ってこの町に住めるそんな町になっていか

なければというふうに思っておりますので、私としてもそういうような方向性を確認させていた

だきながら進めていければというふうに思っている次第でもございますので、いろんな面でこれ

から御支援と御協力をいただければという思いでございます。 

以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで池下昇君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。ここで３時５７分まで休

憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時５２分 

再開 午後 ３時５７分 

 

●日程第８ 議案第５６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８ 議案第５６号 清里町気象情報連絡設置条例を廃止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５６号 清里町気象情報連絡施設条例を廃止する条例につきま

して提案理由のご説明を申し上げます。議案書をお開きください。 

今回の条例廃止につきましては、平成７年より地域気象の的確な把握のため設置された気象情

報施設ですが、施設の老朽化に伴い、現在、民間施設による気象データ提供に移行しております。

今回、来年度から導入する新たな気象システムの設置により、町で設置していた施設が役割を終

えていることから、本条例の廃止を行うものです。 

附則につきましては、施行日を公布の日からとしております。以上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５６号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 
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本件は、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５６号 清里町気象情報連絡施設条例を廃止する条例は、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第９ 議案第５７号  

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 議案第５７号 斜里岳山小屋の指定管理者の指定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５７号 斜里岳山小屋の指定管理者の指定について、提案理由

の説明を申し上げます。本件は次の施設の指定管理者を指定することにつきまして、地方自治法

第２４４条の２、第６項の規定により議会に議決を求めるのでございます。指定管理を行う施設

の名称は斜里岳山小屋でございます。指定する団体は清里町羽衣町６２番地、特定非営利活動法

人きよさと観光協会会長渡邊忠でございます。指定の期間は平成３１年４月１日から平成３６年

３月３１日まででございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」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５７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５７号 斜里岳山小屋の指定管理者の指定については、原

案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第１１ 議案第５８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 議案第５８号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第６号）を議題とします。 
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 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５８号 平成３０年度清里町一般会計補正予算第６号につき

まして、提案理由の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４千９８５万４千円を追加し、予算の総額を５７億９千１４０万２千円とするもので

ございます。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書により説明を申しあげます。それ

では歳入歳出予算の内容についてご説明いたします。 

初めに、今回補正提案させていただく事業内容について説明申し上げます。別冊の審議資料ご

用意いただき、１ページをご覧ください。補正予算内の主な事業について御説明いたします。な

お補正額内の上段のカッコ内の数字は補正後の該当事業の予算総額でございます。 

２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費、北海道胆振東海地震義援金事業につきまして

は、本年９月６日に発生いたしました、北海道胆振東部地震により被災した自治体に対しまして

日本赤十字社を通して義援金を送付するもので１００万円を計上するものございます。２目、財

産管理費。旧新栄小学校等解体設計委託事業につきましては、旧新栄小学校敷地内にある校舎、

体育館、プール、住宅総合地域施設等を含む各構造物を解体撤去するための設計をするもので４

２０万円を計上するものでございます。町民会館前土地購入事業につきましては、２線道路沿い

北側の民有地１，８４９．３平方メートルを購入するもので、１千２００万円を計上するもので

ございます。寄附金積立金事業につきましては、本庁離町されて札幌に在住されている方、先日

本町を離町された方、町内にお住まいで自然保護の活動にとお３方から寄附金をいただきました

ので、公共施設整備基金に１千万円。財政調整基金に３０万５千円を積立てるものでございます。

７目防災対策費、備品購入事業につきましては、冬期災害等の対応として、各避難所において追

加で備品整備を行うもので、記載のとおり暖房器具、段ボールベット、照明器具を購入するもの

で２６６万４千円を計上するものございます。また災害時において庁舎内のインターネットサー

バー及び電話回線を稼働させるための必要な発電機を購入するもので２００万円を計上するもの

でございます。１７目職員福利厚生費。職員住宅修繕事業につきましては、水元町の職員住宅の

床の修繕を行うもので１５０万円を計上するものでございます。 

次のページをお開きください。７項選挙費、２目知事道議選挙費、知事道議選挙事業につきま

しては、来年春に行われる知事及び道議会議員選挙の年度内に係る所要経費としまして２８８万

６千円を計上するのでございます。３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者自立支援費。障害

者生活支援事業につきましては、障害者自立支援給付において給付額の増と基準単価の増額によ

って、その不足の扶助費を補正するもので８００万円を計上するのでございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、５目保健福祉総合センター費、保健福祉総合センター管理事業

につきましては、燃料の高騰により不足分の燃料費を敷設するもので２３９万６千円を計上する

ものでございます。 

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、焼酎事業特別会計繰出金事業につきまして

は、人事異動による事務職員１名の減に伴います人件費の減であり、繰出金の減額として整理す

るもので８７２万２千円を減額計上するものでございます。 

６款商工費、１項商工費、２項観光振興費、神の子池トイレ駐車場基本設計事業につきまして

は、新たなトイレ、駐車場の整備に向けた基本設計を進めるもので１６０万円を計上するもので
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ございます。 

９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、小学校施設管理事業につきましては、燃料の高

騰による不足分の燃料費を補正するもので、清里小学校と光岳小学校合わせて１８８万円を計上

するものございます。次のページをご覧下さい。３項中学校費、１目学校管理費。中学校管理事

業につきましても、燃料の高騰による不足分の燃料費を補足するもので１４８万円を計上するも

のでございます。清里中学校空調整備工事実施設計事業につきましては、中学校普通教室等への

冷房設備を設置する工事にかかる設計業務でありまして２３０万円を計上するのでございます。

５項保健体育費、２目トレーニングセンター費、清里トレーニングセンター管理運営事業につき

ましては燃料の高騰による不足分の燃料費を補正するもので１００万円を計上するものでござい

ます。５項保健体育費、５目学校給食センター費、給食センター施設管理事業につきましては、

燃料費高騰による不足分の燃料を補正するとともに、水道管等の修繕を行うもので合わせて１５

７万円を計上するものございます。 

それでは続いて事項別明細書により、款項区分による補正内容につきましてご説明申し上げま

すので、別冊の補正予算に関する説明書をご用意ください。ピンクの紙の後、もう１枚めくって

いただいて、３ページ歳出よりご説明申し上げます。なお審議資料において御説明申し上げまし

た事業については説明を省略させていただきますので、ご了承いただきたいと存じます。なお関

連によりまして、目ごとの説明とさせていただきます。 

２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費及び２目財産管理費は省略いたします。４目広

報費６６万につきましては、ソフトウエア更新のため４本あるライセンス利用料として補正する

ものでございます。７目防災対策費、１７目職員福利厚生費は省略いたします。次のページをお

開き下さい。１８目行政情報システム管理費４０万円につきましては、システムラックを移設す

るための補正でございます。３項開発促進費、１目企画振興費３５万円につきましては緑地域の

活性化に向けて協議会を立ち上げ、その活動費の助成を行うための補正をするものでございます。

７項選挙費、２目知事道議議員選挙費は省略いたします。次のページ下段をご覧ください。 

３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者自立支援費も省略をさせていただきます。次のペー

ジをお開きください。４款衛生費、１項保健福祉、２目保健福祉総合センター費も省略をさせて

いただきます。５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費も省略をいたします。６款商工

費、１項商工費、２目観光振興費も省略をさせていただきます。 

次のページをご覧ください。９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費も省略をいたします。

３項中学校費、１目学校管理費も省略をさせていただきます。２目教育振興費８万５千円につき

ましては中学校道徳教科書に係る指導書等を購入したため補正するものでございます。５項保健

体育費、２目トレーニングセンター費は省略いたします。次のページをお開きください。５項目

学校給食センター費１８７万円の内、給食センター施設管理事業費１５７万につきましては省略

をさせていただき、給食調理事業３０万円につきましては、停電による食材廃棄に伴う食材賄い

材料費不足を確保するため補正するものでございます。 

それでは歳入についてご説明いたします。１ページにお戻りください。総括表にてご説明いた

します。９款地方交付税３千２３４万９千円につきましては一般財源。１３款国庫支出金４００

万円、１４款道支出金３２０万円、２０款寄付金１千３０万５千円につきましては特定財源でご

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。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５８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５８号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第６号）は、原案のとお

り可決されました。 

  

   ●日程第１１ 議案第５９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 議案第５９号 平成３０年度清里町国民健康保険特別会計補正予算（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） 

 ただ今上程されました、議案第５９号 平成３０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２７万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億７千８２万円

とするものでございます。第１条第２項につきましては、別冊の国民健康保険事業特別会計事項

別明細書により後程ご説明申し上げます。 

今回の補正は、国民健康保険事業の都道府県化に伴い構築いたしました、事業報告システムに

つきまして改修の必要が生じ、費用につきましては平成３１年１月中にシステムの管理を委託し

ております北海道国民健康保険団体連合会に負担金として支払うこととなったため補正を行うも

のでございます。なお財源につきましては、特別交付金により補填されるものでございます。そ

れでは平成３０年度補正予算に関する説明書の１０ページをお開きください。 

歳出よりご説明いたします。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては国

保連合会負担金として２７万円を増額するものでございます。歳入につきましては、上段でお示

ししているとおり３款道支出金、1項道補助金、1目保険給付費等交付金において特別交付金と

して２７万円を増額するものであり、特定財源でございます。以上を提案理由のご説明とさせて

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。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５９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５９号 平成３０年度清里町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第１２ 議案第６０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第６０号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）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。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君） 

 ただ今上程されました、議案第６０号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第２号

につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、

歳入歳出それぞれ８７２万２千円を減額し、予算の総額を１億４千２７２万６千円とするもので

あります。第２項につきましては後ほど別冊の清里焼酎事業特別会計事項別明細書によりご説明

申し上げます。 

今回の補正は、平成３０年度当初の人事異動に伴う所要経費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うぐいす色の仕切り、焼

酎事業特別会計の事項別明細書の１３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８７２万２千円の減額は、職員給与費の給料で

４２９万３千円。職員手当等で２０５万８千円。共済費で１３４万４千円。負担金補助及び交付

金で１０２万７千円の減額補正を行うものです。２款製造費、１項製造管理費、１目醸造費０円

の増減は焼酎醸造事業費で賃金９１万６千円の減額と需用費の燃料費で９１万６千円の増額を行

うものです。なお１４ページ以降は給与費明細となっておりますが、説明は省略させていただき

ます。 



 69 

次に歳入について説明いたしますので１１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。２款繰入金につきましては、今回減額されます職員の給与費分８７２万２千

円で同額を減額補正するものです。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６０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６０号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第２号については、

原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第１３ 意見案第９号  

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 意見案第９号 日米物品貿易協定交渉に関する意見書についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会 委員長 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

産業福祉常任委員会提出の意見案、第９号を説明します。議会提出の意見書をご覧ください。

意見案第９号 日米物品貿易協定交渉に関する意見書について、本件について地方自治法第９９

条の規定により別紙の通り意見書を提出するものとする。平成３０年１２月１３日提出、清里町

議会産業福祉常任委員会委員長前中康男。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

１、日米物品貿易協定交渉は、ＴＰＰ水準を交渉のベースとしているが、米国政府の強硬姿勢

によってさらなる高い水準での農畜産物関税の削減、撤廃等を求められるおそれがあることから、

毅然とした姿勢を貫き、安易な農畜産物関税協議は行わないこと。 

以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから意見案第３号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第９号 日米物品貿易協定交渉に関する意見書については、原案のとおり

可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

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

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

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

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

した。 

 

   ●日程第１４ 道内所管事務調査報告について 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 道内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。 議会運営委員会 委員長 池下昇君。 

 

○議会運営委員長（池下 昇君） 

 道内所管事務調査報告。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議会運営

委員会で、平成３０年１１月７日から９日までの３日間、道内所管事務調査を行いましたので報

告いたします。 

調査内容につきまして、１ヶ所目は芽室町議会において。１点目は議会報告会と町民との意見

交換会、議会未来フォーラムと２点目は議会ＩＣＴ計画について、事業実績や取り組みの手法に

ついて学びました。２カ所目は、幕別町議会におきまして１点目は議会報告会、各種団体懇談会、

子供議会と２点目は議場における傍聴者への配慮について、事業の詳細な実績と実際に議場見学

をさせていただきました。３カ所目の鹿追町議会におきましては、１点目は、議会アドバイザー

における住民の参画やまちなか会議について、事業の実績や町民の反応をお聞きし、２点目とし



 71 

て人口規模が同等の中での議会活動における情報交換を行ったものであります。 

いずれの議会におきましても、先進地の事例であります。詳細につきましては報告書に記載し

ておりますのでご参照ください。 

今回の調査結果につきましては、さらなる町民の視点に立った議会活動を認識し、これからの

議会の活性化、効率的な議会運営に生かしていく所存であります。以上で報告を終わらせていた

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。 

 

（「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、道内所管事務調査報告についてを終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

 平成３０年第６回 清里町議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。 

 

閉会 午後 ４時２５分 


