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平成３０年第４回清里町議会定例会会議録（９月１１日） 

 

平成３０年第４回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇    

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

    なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

    なし   

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   伊 藤  浩 幸 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    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 
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    出 納 室 長   熊 谷  雄 二 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 学 習 課 長   原 田  賢 一 

    農業委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

    監査委員事務局長   溝 口  富 男 

    選挙管理事務局長   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。 

報告第 ３号 専決処分の報告について 

報告第 ４号 平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

同意第 ５号 清里町教育委員会教育長の任命について 

同意第 ６号 清里町教育委員会委員の任命について 

承認第 ５号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第２号）専決処分承認について 

承認第 ６号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第３号）専決処分承認について 

  一般質問   （１名１件） 

  議案第４１号 清里町立学校設置条例の一部を改正する条例 

  議案第４２号 清里町税条例等の一部を改正する条例 

  議案第４３号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例 

  議案第４４号 清里町墓地条例の一部を改正する条例 

  議案第４５号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第４号） 

  議案第４６号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４７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２号） 

   議案第４８号 平成３０年度清里町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号） 

   議案第４９号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第５０号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

   議案第５１号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号） 

   認定第 １号 平成２９年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ２号 平成２９年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ３号 平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 

   認定第 ４号 平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ５号 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ６号 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て 

   認定第 ７号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について 
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開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成３０年第４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２番 堀川哲男君、３

番 河口高君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（田中誠君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

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

ら判断して本定例会の会期は本日より９月１５日までの４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のどおり、本日から９月１４日までの４日間としたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から９月１４日までの４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６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）斜里郡３町正

副議長会議について。６月２６日斜里町において開催し田中議長、村島副議長が出席し、３町



 4 

の共通する課題等について協議を行いました。あわせて生涯アクティビティセンター（児童館）

とテレワーク事業（しれとこラボ）の視察を行っております。（２）北海道町村議会議員研修会

について。７月３日札幌市において開催され全議員が出席しております。記載の内容の講演２

件が行われ、研鑽を深めたところです。（３）オホーツク圏活性化期成会夏季要望について。７

月２７日東京都において行われ、地元選出国会議員及び関係省庁に対し、記載事項についての

要望を行いました。２ページになります。（４）斜里郡３町議会議員研修会について。８月８日

小清水町において開催され、記載の内容の講演が行われ研鑽を深めたところです。（５）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。 

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。（１）総務文教常任委員会から

３ページ、（３）議会運営委員会まで、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、視察来町について。７月３日、福岡県福津市議会市民福祉委員会より視察来町があ

りました。視察内容はケアハウス・介護老人保健施設等についてであり、概要説明後、ケアハ

ウス、焼酎工場等を見学しております。 

４点目、平成２９年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検評価報告書の提出について。

４ページの議長あての文書のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき別冊

の通り提出がありましたのでご報告いたします。 

５点目、例月現金出納検査の結果について。平成３０年６月分・７月分・８月分について５

ページから７ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

６点目、平成３０年第４回清里町議会定例会説明員等の報告について。８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、町長一般行政報告について申し上げたいと存じます。 

まず大きな１の主要事業でございます。１点目の特旨叙位特別叙勲の受賞についてでござい

ます。元清里町議会議長、故村尾富造氏に対しまして６月１９日付をもって、正六位旭日双光

章が授与されておりますので、謹んでご報告を申し上げる次第であります。 

次に２点目の第３回ＪＲ釧網本線維持活性化沿線協議会についてでございます。７月の３日、

弟子屈町公民館にて開催がされております。北海道とＪＲ北海道からの情報提供と釧網本線利

活用活性化調査事業について協議を行ったものでございます。北海道からの情報提供では、６

月１７日に開催されました六者会議の内容の報告とＪＲ北海道からは、経営再建の見通し案に

ついての御説明をいただき、それぞれ関係者により意見交換が行われております。また釧網本

線利活用可能性調査事業の実施につきましてお互い確認をしたものでございます。 
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次に３点目の日本で最も美しい村連合の定期総会についてでございます。７月５日から７日

の日程で、鶴居村で開催がされております。５日には定期総会の前日行事として理事会及び各

ブロックの担当者会議の開催と加盟６３町村と地域及び協賛企業の代表者による懇談会が開催

されております。また６日には定期総会が開催されておりまして、平成２９年度の事業報告及

び収支決算、平成３０年度の事業計画及び収支予算さらに日本で最も美しい村の日の制定に向

けた取り組みについて、前回で承認し閉会をいたしたところであります。なお閉会後には基調

講演と分科会が開催をされておりまして、さらに夕方からは加盟町村及び地域からの特産品を

持ち寄っての全体交流会が開催されたところでございます。 

次に４点目の寄付金の採納についてであります。去る７月１１日に水元町１７番地にお住ま

いの村尾郁子氏より元町議会議長で御主人であります、村尾富造氏のご逝去にあたり、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５点目の北海道横断自動車道北見網走間建設促進期成会夏季要望についてでございます。

４月２５日・２６日の両日にかけて、記載の要望先に対しまして、期成会構成の各首長及び議

長により整備の促進と予算の確保について要望活動を実施いたしております。なお、本年度は

特に端野～高野間の計画段階評価の実施について強く要望をいたしたものでございます。 

次に６点目の女満別空港利用促進要望についてでございます。７月２６日、全日本空輸株式

会社及び日本航空株式会社に対しまして女満別空港を整備利用促進協議会におきまして、それ

ぞれ要望活動を行ったものでございます。全日空に対しましては、女満別中部線の維持拡充と

女満別関西線の運行期間の拡充、新千歳線は、最終便の運航時間の繰り上げについて要望をい

たしております。次のページになりますが、日本航空に対しましても同様の要望をいたしたと

ころでございます。 

次に２ページでございます。７点目の陸上自衛隊美幌駐屯地整備拡充要望についてでござい

ます。７月２６日、隊区内の構成市町村長及び議長、商工会長におきまして、防衛省に対しま

して美幌駐屯部隊の充実強化について要望活動を行ったものでございます。具体的には、次期、

中期防衛力整備計画において美幌に駐屯する第６普通科連隊を速攻起動連隊としての編成と規

模増強を要望いたしております。 

次に８点目のオホーツク圏活性化期成会夏季中央要望についてであります。７月２７日、管

内の首長及び議長において全体８班編成でそれぞれ関係省庁及び大臣に対し、要望活動を行っ

たものであります。私は総務に２班として小清水町長と美幌町、置戸町の両議会議長とともに、

武部新衆議院議員と総務省、国土交通省、防衛庁、海上保安庁に対し、記載の５項目について

要請活動を行っております。 

次に９点目の農林水産省農村振興局との意見交換についてでございます。７月の２７日、農

林水産省農村振興局の第４会議室において、大臣官房政策課、農村振興局専門課、農村振興課、

農地資源課、土地改良企画課の職員と土地改良団体連合会オホーツク支部役員等にて、記載の

５項目について情報及び意見交換を行ったものでございます。 

次に１０点目の網走東部流域森林林業活性化協議会定期総会についてでございます。７月３

０日、北見市のサンライフ北見で開催がされております。平成２９年度の事業報告ならびに平

成３０年度の事業計画と地域材の循環利用のアクションプログラムの進行状況について、報告

協議の後に北海道立林業大学校の誘致に係る働きについて報告を受け、意見交換を行ったもの
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でございます。なお林業大学校の誘致につきましては、北海道において本部機能は旭川、基礎

実習拠点は上川・オホーツク・十勝の３地区。実践実習拠点は道央・胆振・日高・道南・道北・

オホーツク、そして十勝・釧路・根室の７地区に置くとした方針を発表いたしておりますので、

今後は各地区における具体的な拠点整備に向けた取り組みについて要請活動を行うことについ

ての確認がされております。 

次に１１点目の北海道１５０年記念式典についてであります。８月５日北海道立総合体育セ

ンターにおいて開催されております。この北の大地が北海道と命名されて１５０年の大きな節

目となることを記念し、先人の皆さんから受け継いだ発展の歴史と北海道の誇るべき自然や文

化などの財産を継承するとともに、北海道の新しい価値観を共有し、未来を展望するために開

催されたものでございます。第１部では記念式典を、第２部では北海道物語と１５０年のその

先へと題する映像と未来の北海道への応援メッセージ。第３部では、アスリートの皆さんによ

るスペシャルライブが開催されております。清里町からは町議会長及び副町長が出席をいたし

てございます。３ページをご覧ください。 

１２点目のオホーツク地域づくり北網ブロックの連携会議についてでございます。北網地域

の２市８町の首長と農業協同組合を初め、観光連盟、商工会議所、木材協会など関係団体の代

表の方と網走開発建設部オホーツク総合振興局で構成する北網ブロックの連携会議が８月７日

網走市西網走コミュニティーセンターにて開催がされております。本年度の地域重点プロジェ

クトにおける主な取り組みと課題について、各市町村、各関係団体から提言発表が行われ、網

走開発建設部及び総合振興局の司会進行のもとに地域の目指す姿と地域重点プロジェクト事業

についての意見交換が行われております。 

次に１３点目の清里町１２０年開町７５周年記念式典についてでございます。９月２日生涯

学習センター多目的ホールにおきまして、叙勲及び顕彰表彰者を初め、町議会議員、教育委員、

農業委員などの行政委員、自治会長並びに各関係機関団体の多くの皆さん。そしてさらに東京

清里会、札幌清里会の皆さん。さらにはニュージーランド、モトエカ町からリチャードケンプ

ソンさん市長を初め、訪問団の皆さんのご臨席をいただき盛会に開催がされたところでござい

ます。当日の式典につきましては、清里高校生の皆さんによる竜神太鼓のオープニング演奏に

始まり、国歌斉唱、物故者への黙祷、清里高校生による町民憲章の唱和、主催者の挨拶の後、

東京清里会、札幌清里会とまちづくり３団体、そしてモトエカ町との交流事業の礎を築いてい

ただきましたラフレンスさん御夫妻に対し、特別功労章とさらに多額の御寄付をいただきまし

た、１団体と１名の方へ感謝状の贈呈をさせていただき、次いで武部新衆議院議員、高橋文明

北海道議会議員からの祝辞。そして田中町議会議長からのまちづくり宣言と青年代表お二人に

よる未来へのメッセージをいただき、その後ニュージーランドモトエカ町との友好都市協定の

再調印とケンプトン市長からのメッセージをもって、すべての記念式典が盛会のうちに終了い

たしたところであります。ここに改めて清里町発展の歴史と礎を築いていただきました、先人

先輩の皆さんの御功績に深甚なる敬意を表するとともに、感謝とお礼を申し上げる次第でござ

います。また、ニュージーランドモトエカ町との友好交流親善が今までにも増して継続推進さ

れることを強く希望するものでございます。 

次に１４点目の旭日大綬章受賞記念祝賀会についてでございます。元農林水産大臣衆議院議

員武部勤氏において、衆議院議員として連続８期２７年の長きにわたり国会議員としての重責

を果たすとともに、農林水産大臣として国政の中枢に参画されたことにより、この平成３０年
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春の叙勲において旭日大綬章の栄誉に浴されたことに伴いまして、北海道知事、オホーツク圏

活性化期成会会長、オホーツク町村会長はじめ、各界の皆さんが発起人となり９月２日北見市

ホテル黒部で受賞祝賀会が開催されたものでございます。改めて心よりお祝いを申し上げたい

と存じます。なお当日は、副町議会議長、教育長が出席をいたしております。 

次に１５点目のＪＲ釧網線花咲線の合同説明会についてでございます。９月３日釧路センチ

ュリーキャッスルホテルにて開催がされております。国土交通省からはＪＲ北海道の経営改善

と監督命令について。北海道からはＪＲ北海道の事業範囲の見直しに係る６者会議の内容につ

いて、ＪＲ北海道からは国の考え方を踏まえた今後の取り組みについて、それぞれ説明が行わ

れておりまして、地元関係者からは国と同水準とする地元支援の内容や規模・期間など、さら

にはＪＲの株主としての国の責任。また地方負担に関する地方財政支援の規模と見通し、さら

にはＪＲ北海道が今後地域自治体とまとめていきます第１期集中期間における具体的なアクシ

ョンプログラムの内容と、取り組みについて意見交換がされたところでございます。 

次に１６点目の２１号台風の通過に伴う被害状況についてでございます。９月４日から５日

の午前中にかけ日本海側を北上いたしました、強くて大きな２１号台風の暴風雨による被害状

況でございます。道内及び全国各所で甚大な被害が発生をいたしておりますが、本町におきま

しては９月４日午後４時３０分に情報連絡室を設置し、被害状況の把握に努めてきたところで

あります。なお特に被害状況については報告をされていない状況であります。 

次に１７点目の北海道胆振東部地震に伴う停電被害への対応についてでございます。９月６

日午前３時８分に胆振東部地方で発生をいたしました、震度７の巨大地震により、全道的に停

電が発生いたしました。こうしたことにより午前７時に災害対策情報連絡室を設置し、停電対

応について協議をするとともに、安否確認等の具体的な対応を実施することを決定いたしまし

て、同日の午前８時に情報連絡室から災害対策本部に体制を移行するとともに、停電の長期化

に対する住民周知と、水道・下水道などのライフラインの確保、井戸水使用者への給水活動、

備蓄食品の供給、携帯電話などの電源供給、福祉避難所への受入れの確認や夜間の生活不安者

などを対象とした避難所の設置さらに緊急対応と長期化対応などを講じてきたものでございま

す。なお清里町における停電の全面普及は７日の午後９時５８分でありましたので、普及によ

ります影響の発生などを考慮し、８日の正午まで本部体制での対応を行い、正午以降につきま

しては、情報連絡室に移行して安全を確認した後、１０日の正午を持って体制を解除いたして

おります。ただし現在におきましても、電力の完全復旧には至っておりませんので、２０％の

節電要請に基づき、そうした対応と町民への協力要請を行っているところでございます。また

清里町における地震そのものの震度については２でありまして、地震による直接的な被害は報

告をされてございません。 

今般の災害対応にあたりましては災害協定を締結いただいております、自治会連合会や建設

業協会を初め多くの関係機関、団体の皆さん。そして町民の皆さんにご協力をいただきました

ことに改めて心から感謝とお礼を申し上げます。また本災害により亡くなられた皆さんには心

より冥福をお祈り申し上げますと共に被災されました皆さんにお見舞いを申し上げ、１日も早

い復旧復興を祈念するところでございます。なお本災害対策に要しました所要の経費につきま

しては、専決処分により措置をさせていただいておりますので、御理解をいただきたいと存じ

ます。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてでございます。１点目の農作物生育状況につ
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いてでございます。別紙によりご説明を申し上げますので、本ページの最終６ページをご覧い

ただきたいと思います。 

９月１日現在の農作物生育状況についてでございます。農業改良普及センターより報告をい

ただきましたので、ご説明を申し上げます。まず７月以降８月末日までの気象の推移でござい

ます。７月中旬以降、８月上旬までは気温が高く日照時間も平年値を大きく上回っており、降

水量はやや少なく推移をいたしたところでありますが、８月中旬以降は気温も日照時間も平年

を大きく下回っております。且つ降水量におきましては中旬にかけて大きく平年を上回ってお

りまして、低温多雨傾向と日照不足の状況が続いたところでございます。 

それでは作物ごとに生育状況を御説明申し上げます。秋まき小麦、きたほなみ及び春まき小

麦、春よ恋につきましては記載がございませんが、いずれも収穫作業が終了いたしております。

秋まき小麦は干ばつで９．９俵、製品で８．５俵、製品化率で８５．５％でありまして製品化

率、製品量で平年値を下回っております。また、春まき小麦は乾麦で７．３俵、製品で６．５

俵、製品化率で８８．９％とのことでありますが、一部を穂発芽の影響もあり、品質の低下が

想定をされているところでございます。 

次の馬鈴薯コナフブキは、上いもの中で、ほぼ平年値でありまして生育の遅速で３日早くな

っておりますが、上いも１個重では平年値を上回っておりまして、収量換算では概ね平年並み

とのことでございます。また、ライマン価につきましては平年並みとのことでございました。

生育は順調と言われております。なお澱粉工場はこの４日より操業開始したところであります

が、ただ今般の災害によりまして、６日から８日までの３日間操業を停止いたしました。９日

より再開をしたところでございます。 

次のてん菜、パピリカでありますが、今週は平年値を上回っており生育の遅速では３日早く

なっております。中斜里製糖工場の坪堀調査によりますと収量はほぼ平年並みでありますが、

糖分が若干下回っているということでございます。 

次に大豆とよみずきでありますが、８月の低温、日照不足により、莢の肥大が遅れておりま

す。着莢数がやや平年値を上回っておりまして生育の遅速では、４日遅れとなっております。 

次に小豆きたろまんであります。こちらも８月の低温日照不足により着莢数が平年値を大き

く下回り、莢伸長の遅れ、生育の遅れでは７日遅れという厳しい状況になっております。 

トウモロコシサイレージ用でありますが、稈長が平年を下回っており、入熟期でありまして

生育の遅速で５日遅いとのことでございます。牧草チモシーでありますが、２番草の収穫であ

りまして平年６日遅く、収穫の遅れによる品質の低下が懸念されているところでございます。

以上、農作物の生育状況の説明をさせていただきましたが、今後の天候に大きく期待をしたい

と思っている次第でおります。 

次に４ページにお戻りいただきたいと思います。２点目の議決工事の進捗状況についてでご

ざいます。９月１日現在における工事の進捗状況でありますが、ケアハウスの外構整備工事に

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、路盤工事等が完了し、舗装工

及び電気、給水、サイン設備工事の施行中でございました。進捗割合では６０％となってござ

います。次の清里中学校グラウンド改修工事につきましても、記載の工期工事内容により実施

がされておりまして、準備工、施設撤去工の施行中でありまして進捗割合では１０％となって

ございます。 

次に、大きな３の主な会議行事等の報告についてでございます。斜里岳の山開きであります
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が、６月の２４日清岳荘前で行われております。登山客及び山岳関係者約８０名の参加をいた

だき、夏山登山の山開きと安全祈願祭が執り行われたものでございます。 

次に第７回のグランフォンドインきよさとでございます。７月の１日情報交流施設きよ～る

スタート及びゴール地点といたしまして１６０キロの裏摩周、根北峠経由のロングコースの他

１００キロのミドルコース、６０キロのショートコースにより、競技が行われたものでござい

ます。当日は１９２名の方の参加と２００人を超えるボランティアスタッフの皆さんに協力を

いただき事故もなく、すべての競技が終了いたしたところでございます。 

次に清里町戦没者追悼式についてでございます。７月の１６日、町民会館で開催されており

ます。御遺族、ご来賓並びに関係の方々のご臨席をいただく中、献花方式により、戦没者８０

柱の英霊に対しまして御霊が永久に安からんことと平和への誓いを祈念した次第でございます。 

次に５ページをご覧ください。ふれあい広場２０１８きよさとでございます。７月の２９日

保健福祉総合センター前庭と施設内において開催がされております。当日は天候にも恵まれ、

町内外より４９団体の協賛と多くのボランティアの皆さんの協力のもとに１千名を超える皆さ

んの参加をいただき、障がいを持たれた方々や高齢者の皆さんとの交流を通じながら、障害者

に対する理解と社会参加を促進し、ノーマライゼーションの普及啓発が図られたところでござ

います。 

次に慶応義塾大学医学部公衆衛生学研究調査についてでございます。８月の３日より１２日

までの１０日間、町内一円におきまして、町民のお宅に訪問し健康状態や労働実態などの調査

と課題の整理等を通じ、地域公衆衛生の向上を目的とした活動を行ったものでございます。今

年度は教員１名と医学部及び看護医療学部の生徒２０名、全体２１名により調査が行われたも

のでございます。なお調査期間につきましては本年度より平成３４年度までの５年間の予定と

されてございます。 

次に、札幌医科大学地域医療学習についてでございます。８月５日より８日までの４日間教

員２名と学生３名の計５名におきまして、老健きよさと、地域包括支援センター、清里クリニ

ック及び保健センターにおける活動体験と利用者及び職員との懇談を通じながら、地域保健医

療の研さんを深めることを目的に行われているものでございます。本年度をスタートに数年間

行われる予定となってございます。 

次に、第３９回ふるさと産業まつりについてであります。９月１日、２日の両日にわたりま

して、清里市街及びモトエカ広場にて開催がされております。１日の日は午後６時半よりふる

さと産業まつりの前夜祭行事としてのじゃがいも踊りが行われております。町内外より２３団

体、４７１名の参加をいただき、盛会に開催がされました。またじゃがいも踊りの終了後には

恒例の花火大会とビアパーティが開催をされておりました。多くの町民のみなさんの参加、交

流をいただき、盛会のうちに終了いたしております。２日のふるさと産業まつり本番当日は、

天候にも恵まれまして北海道警察音楽隊の演奏とカラーガード隊のフラッグ競技によるオープ

ニングに続きまして、ファイターズガールのステージと昼からはＨＢＣラジオの公開録音によ

る歌謡ショーそして最後に特産品なども当たるお楽しみ抽選会が行われ、すべての行事を実施

することができました。また、会場内におきましては、各種特産品の販売コーナー、澱粉団子

や手打ちそばなどの飲食コーナー、コンバインの試乗体験そして子ども広場など、町内外より

多くの出店をいただきました。盛会に開催がされたところであります。特に本年におきまして

は、清里町１２０年開町７５周年の記念事業としての開催でもありましたので、実行委員会は
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もとより、後援、協賛、協力をいただきました関係の皆さんに対し改めて感謝とお礼を申し上

げる次第でございます。なお、当日の来場者は約８千人と推計がされてございます。 

次にニュージーランドモトエカ訪問団歓迎会についてでございます。本交流会につきまして

は、清里町１２０年開町７５周年記念式典と友好都市協定の再調印のために清里町においでを

いただきましたケンプソン市長さん以下６名の訪問団の皆さんと清里町の関係者との親睦交流

会でございました。９月の２日緑清荘において開催をされ、交流を一層を深めたところでござ

います。以上申し上げましてと町長の一般行政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） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

  

○議長（田中誠君） 

これで町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

  日程第５、教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな１、主要事業報告であります。１点目、平成３０年度オホーツク管内教育委員会協議

会総会について。７月２日網走市で開催され、石井教育委員長と私が出席いたしました。付議

案件は平成２９年度事業報告及び決算報告の承認並びに平成３０年度事業計画及び予算の決定

及び役員の改選がございました。 

２点目、平成３０年度網走ブロック市町村教育委員会協議会総会・研修会について。７月５

日、網走ブロック１市４町網走市、大空町、斜里町、小清水町、清里町の教育委員会で組織す

る協議会の総会並びに研修会が本年度は大空町で開催され、本町からは教育委員全員が出席い

たしました。記載のとおり、付議案件の審議、決定がなされ総会後の研修会におきましては、

オホーツク教育局義務教育指導官より講話をいただき、研鑽を深めてまいりました。 

３点目、第５５回北海道市町村教育委員研修会について。７月１２日、札幌市において北海

道町村教育委員会連合会の主催により開催され、教育委員全員が出席いたしました。内容につ

きましては道内で長年教育委員を務められた方への功労者表彰、平成３０年度文教施策に対す

る要望事項報告、２ページに参りまして、連合会としての平成３０年度教育施策の推進につい

て決議がなされた後、北海道教育委員会山本伸弘教育委員による講話、文部科学省からの行政

説明、道内各地域からの事例発表によるフォーラムが行われ、教育委員としての研鑽を深めて

まいったところでございます。 
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続いて大きな２、主な会議行事等の報告であります。１点目、平成３０年度網走地区老人ク

ラブ連合会と網走ブロック研修会について。７月２４日網走ブロック１市６町網走市、美幌町、

津別町、大空町、斜里町、小清水町、清里町の老人クラブ連合会が一堂に会しまして行われる

研修会が本年度清里町においてプラネットを会場に開催され、全体３０４名の参加のもと講演

会や演芸交流会のほか、各市・町から出展された作品展が行われ会員相互の交流が図られたと

ころでございます。 

２点目、夏休み学習サポート教室について。例年実施されております教室が清里小学校及び

清里中学校においては、７月２５日から２７日まで３日間、清里高校においては、夏休み期間

中の４日間開催され、町内各学校の教員や清里高校生及び町内出身の大学生ボランティアの協

力の元、昨年を上回る小中高校生合わせまして２０９名が参加し開催されました。続いて３ペ

ージをご覧下さい。 

３点目、スポーツ合宿の受け入れについて。８月２日から１５日までの１４日間、東京大学

陸上部運動部長距離パート３７名による合宿が町内の各施設で行われました。期間中、箱根駅

伝を目指しての有意義な練習が行われたほか、例年通り後援会の主催による歓迎会、陸上教室、

地域交流としての盆踊りの参加など地域の方々との積極的な交流が図られた他、８月６日には

東大生１０名による町内の小中高生に対する学習指導が行われ、子供たちに対し熱心にそして

わかりやすく指導していただいたところでございます。尚、後援会におきましては今年も１０

月１３日に東京都立川市で開催される箱根駅伝予選会への応援団派遣を予定をしております。 

次に大きな３、教育委員会の開催状況であります。第５回教育委員会が７月１８日に第６回

が８月２７日に開催され、それぞれ記載の案件について審議可決されております。 

続いて大きな４、その他でございます。１、全道大会の出場について。３ページから５ペー

ジまでに記載のとおり６月から７月にかけまして一般の高齢者及び小学生、中学生、高校生が

弓道、陸上、水泳の各競技において管内の予選を突破し、全道大会に出場いたしております。

特に（１）記載の第２９回北海道高齢者弓道大会において岩佐道雄さんが男子７０歳以上の部

で３位入賞、山崎美智子さんが女子６０歳以上の部で準優勝を果たし、山崎さんにおかれまし

ては北海道代表選手として、１１月に富山県で開催されるねんりんピックに出場する予定であ

ります。また４ページの（３）及び（４）記載のとおり、清里高校１年生の春名伸哉君が水泳

男子４００メートル自由形及び１５００メートル自由形においてそれぞれ入賞を果たしており

ます。 

この他、（２）記載の清里高校陸上部、（５）及び（７）記載の清里陸上少年団、（６）記載の

中学、高校の水泳競技、（８）記載の中学校陸上部が上位入賞とはなりませんでしたが、管内の

代表選手としてそれぞれ力いっぱい健闘してきております。以上申し上げまして教育長一般行

政報告といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 
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○議長（田中誠君） 

これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６ 報告第３号  

○議長（田中誠君） 

 日程第６、報告第３号、専決処分の報告についてを、議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

本件について、報告の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

ただ今上程されました、報告第３号 専決処分の報告について御説明申し上げます。本件に

つきましては、地方自治法第１８０条第1項の規定に基づき専決処分を行いますので同条第２

項の規定により議会に報告するものでございます。 

議案書を１枚お開きいただき専決処分書をご覧下さい。本件につきましては、７月２日早朝、

町営住宅の付属施設である電気温水器の水抜きドレンから漏水が発生し、住宅内部が浸水した

ことにより居住者の所有する家財に浸水被害を及ぼした事案であり、和解に係る損害賠償額が

確定いたしましたので８月８日付けで専決処分を行ったものでございます。 

損害賠償の相手方は、居住者であります清里町羽衣町２７番地２１西舘祐太氏であり、損害

賠償金額は１５万円でございます。その他の和解条項として、清里町及び相手方は和解書の締

結及び損害賠償金の支払いをもって本件に関する債権債務の無いことを相互に確認するもので

ございます。以上ご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。 

  

○議長（田中誠君） 

 これで、報告第３号、専決処分の報告についてを、終わります。 

 

●日程第７  報告第４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７、報告４号 平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題

とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 本件について、報告の説明を求めます。企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

ただ今上程されました、報告第４号 平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告

について、御説明申し上げます。 

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

監査委員の意見を付して議会に報告するものでございます。同法第３条第１項の規定の内容は、

地方公共団体の長は毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実

質赤字比率、実質公債費比率、及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した

書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、且つ当

該健全化判断比率を公表しなければならないとするものでございます。 

なお健全化判断比率につきましては、４つの比率のうち一般会計等における実質赤字比率及

び特別会計を含めた連結実質赤字比率ともに黒字決算となっており、債務負担や一般会計以外

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

は、健全財政を維持しており、算定上の比率は生じておりません。また標準財政規模に対する

実質的な地方債の負担割合を示す実質公債比率は、９．５％で国の示した早期健全化基準を大

きく下回るものでございます。 

次のページをご覧下さい。本ページは監査委員からの意見書となってございます。監査委員

の審査意見は記載のとおり、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事

項を記載した書類は、いずれも適当に作成されていると認められ、なお各比率とも、すべて早

期健全化基準または経営健全化基準を下回っているとされているところでございます。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。 

  

○議長（田中誠君） 

これで、報告第４号、平成２９年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わ

ります。 

 

●日程第８  報告第５号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第８、同意第５号、清里町教育委員会教育長の任命についてを、議題とします。 

  

 

○議長（田中誠君） 

提案者の説明を求めます。町長 櫛引政明君 
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○町長（櫛引政明君） 

ただ今上程されました、同意第５号 清里町教育委員会教育長の任命についての提案理由を

ご説明申し上げます。現在教育委員であります岸本幸雄氏はこの９月３０日をもって任期満了

となりますので、新たに教育長として岸本幸雄氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。法律第４

条第１項の規定は、教育長は当該地方公共団体の長の被選挙権を有するもので、人格が高潔で

教育行政に関し、識見を有する者のうちから地方公共団体の長が議会の同意を得て任命すると

した規定でございます。 

今回任命いたします教育長につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律が平成２７年４月に施行され、教育委員長と教育長を一体化した新教育長の

設置と首長が新教育長を任命することに改正されましたので、法第４条第１項の規定により新

たに教育長の任命に関し、同意をいただくものでございます。 

岸本幸雄氏は水元町１７番地にお住まいで、昭和３６年４月１５日生まれの満５７歳でござ

います。履歴等につきましては、次のページに記載されておりますのでご覧いただきたいと存

じます。なお、新教育長の任期は法の定めるところによりまして、３年間でございます。平成

３０年１０月１日から平成３３年９月３０日までの３年間でございます。岸本幸雄氏の任命に

つきまして満場でのご同意を賜ります様、お願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

   

○議長（田中誠君） 

本件については、議会先例により討論を省略します。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、同意第５号を採決します。 

 採決は、起立によって行います。 

 

○議長（田中誠君） 

本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 

○議長（田中誠君） 

 したがって、同意第５号、清里町教育委員会教育長の任命については、原案のとおり同意す
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ることに決定しました。 

ここで教育長に任命されました、岸本幸雄君より挨拶の申し出がありますので、これを許し

ます。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 貴重なお時間でございますが、議長の御配慮によりましてお許しをいただきましたので、一

言ご挨拶を申し上げます。初めに私の教育長任命にあたり、議員各位のご同意をいただきまし

たこと誠にありがとうございます。 

私は平成２６年１０月より４年間、清里町の教育行政の責任者としてまちづくりの基本はひ

とづくり、教育からとの思いのもと、教育文化施設の整備や小中学校教育の充実、清里高校支

援対策などに取り組んでまいりました。この間、議員各位並びに町民の皆様の多大なるご支援、

御指導をいただきました。何とか今日まで、その重責を担うことができたというふうに思って

おります。 

今日の教育行政を取り巻く環境は、日々目まぐるしく変化しております。このような中、私

は改正法に基づく新たな教育委員会制度による新教育長とし、町との連携のもと教育委員や職

員並びに学校教職員とともに力を合わせて清里町の子供たちが健やかに成長できる学校教育の

充実、町民の皆さんがいつまでも生き生きと学び続け暮らすことのできる生涯教育の推進を目

指して引き続き、誠心誠意努力する所存でございます。どうか今後とも皆様におかれましては、

御指導ご鞭撻を賜ります様お願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

これで教育長の挨拶を終わります。 

 

●日程第９  報告第６号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第９、同意第６号、清里町教育委員会委員の任命についてを、議題とします。 

 提案者の説明を求めます。町長 櫛引政明君 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第６号 清里町教育委員会委員の任命について提案理由のご説

明を申し上げます。 

現在、教育委員であります森田実氏が、この９月３０日をもって任期満了となりますので、

新しく委員として高見真由美氏を任命いたしたく、地方の教育行政の組織及び運営に関する法

律、第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。法律第４条第２項の規

定は、委員は当該地方公共団体の長の被選挙権を有するもので人格が高潔で教育、学術及び文

化に関し、識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命するとした

規定でございます。 

高見真由美氏は上斜里１１５６番地にお住まいで、昭和５３年１２月１８日生まれの満３９
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歳の方でございます。履歴等につきましては、次のページに記載をされておりますのでご覧い

ただきたいと存じます。 

なお、任期につきましては、法の定めにより４年間でありまして平成３０年１０月１日より

平成３４年９月３０日までの４年間でございます。高見真由美氏の任命につきまして、満場で

のご同意を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

   

○議長（田中誠君） 

本件については、議会先例により討論を省略します。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、同意第５号を採決します。 

 採決は、起立によって行います。 

 

○議長（田中誠君） 

本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 

○議長（田中誠君） 

 したがって、同意第６号、清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意する

ことに決定しました。 

 

 

●日程第１０  承認第５号 

○議長（田中誠君） 

日程第１０、承認第５号、平成３０年度清里町一般会計補正予算（第2号）専決処分承認に

ついてを議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、承認第５号 平成３０年度清里町一般会計補正予算第２号専決処分

承認につきまして説明申し上げます。本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処

分いたしましたので議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 

次のページをお開きください。今回専決処分いたしましたのは、記載のとおり平成３０年度

清里町一般会計補正予算第２号であり、８月８日付をもちまして専決処分させていただきまし

た。 

次のページをご覧ください。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ

１００万円を追加し予算の総額を、５２億７千３２５万７千円とするものでございます。第１

条第２項につきましては別冊の事項別明細書で御説明申し上げますが、今回の補正は、７月に

発生いたしました西日本豪雨災害の被災地に対する義援金を補正するものございます。 

それでは、歳入歳出の補正予算の内容について御説明申し上げます。 

はじめに、今回専決補正をさせていただいた事業の内容についてご説明申し上げますので別

冊の審議資料を御用意ください。審議資料の５４ページをお開きください。補正額上段括弧内

の数字は補正後の当該事業の予算総額であり、財源につきましては資料に記載しておりますの

で、説明を省略させていただきます。２款総務費、２項総務管理費、１目総務管理費、平成３

０年７月豪雨災害、義援金事業につきましては、７月に発生した台風７号及び前線等に伴う大

雨被害により甚大な被害を受けた西日本を中心とした被災地に義援金を送るもので１００万円

を補正するものでございます。 

それでは、別冊の事項別明細書の説明を行いますので、平成３０年度補正予算に関する説明

書、一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書、第２項２ページをお開きください。歳出につき

ましては審議資料にてご説明させていただきますので省略をさせていただき、歳入にてご説明

をさせていただきます。９款地方交付税、１項地方交付税、１目、地方交付税につきましては

１００万円を増額補正させていただきます。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。 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

  

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、採決することに、ご異議ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 
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○議長（田中誠君） 

 これから承認第５号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

 

○議長（田中誠君） 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ○起立全員です。 

  

○議長（田中誠君） 

 したがって、承認第５号、平成３０年度清里町一般会計補正予算（第２号）専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。 

 

 

●日程第１１  承認第６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１、承認第６号、平成３０年度清里町一般会計補正予算（第３号）専決処分承認に

ついてを議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 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、承認第６号 平成３０年度清里町一般会計補正予算第３号専決処分

承認につきまして御説明申し上げます。本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決

処分いたしましたので、議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 

次のページをお開きください。今回、専決処分いたしましたのは記載のとおり平成３０年度

清里町一般会計補正予算第３号であり、９月６日付をもちまして専決処分させていただきまし

た。次のページをご覧ください。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞ

れ４３０万円を追加し、予算の総額を５２億７千７５５万７千円とするものでございます。第

１条第２項につきましては別冊の事項別明細書でご説明申し上げますが、今回の補正は９月６

日に発生いたしました平成３０年北海道胆振東部地震に伴う６日から８日にかけての停電災害

の復旧事業費を計上したものでございます。 

それでは、歳入歳出の補正予算の内容について御説明いたします。初めに今回専決補正をさ

せていただいた事業の内容についてご説明申し上げますので、別冊の審議資料を御用意くださ

い。審議資料の５５ページをお開きください。１２款災害復旧費、１項災害復旧費、１目９．

６災害復旧事業費、９．６災害復旧事業につきましては９月６日に発生しました胆振東部地震

に伴う停電対応のための経費として補正するものでございまして、災害復旧にかかる時間外手

当に伴う職員手当として１７５万円、停電に対応による高齢者弱者世帯等への食糧等の配布に

かかる職員私有車の借上げ代に伴う普通旅費として１万円、非常食、給水袋、燃料費などの補
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充に伴う需要費として１１５万円、下水道処理施設、葬祭場への非常用電源設置及び撤去に伴

う役務費として１００万円、発電機の借り上げ等に伴う使用料及び賃借料として３９万円、合

計４３０万円を計上するのでございます。 

それでは、別冊の事項別明細書の説明を行いますので、平成３０年度補正予算に関する説明

書、一般会計歳入、歳出補正予算事項別明細書、第３項３ページをお開きください。総括表に

てご説明申し上げます。歳出につきましては審議資料にて説明をさせていただきましたので、

省略させていただき歳入について御説明申し上げます。９款地方交付税、１項地方交付税、１

目地方交税につきましては、４３０万円を増額補正させていただきます。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。 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。本件については、討論を省略し、採決することに、ご異議ありませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから承認第６号を、採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 

○議長（田中誠君） 

 本件について、承認することに賛成の方は、起立願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 

○議長（田中誠君） 

したがって、承認第６号、平成３０年度清里町一般会計補正予算（第３号）専決処分承認に

ついては、承認することに決定しました。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで１０分間の休憩を行います。 

休憩 午前１０時３６分 

再開 午前１０時４７分 
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●日程第１２  一般質問 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き再開いたします。 

 日程第１２、一般質問を行います。発言を許します。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 一般質問の前に、今回の胆振東部自身に被災された方に深く弔い申しあげると共に４１名の

亡くなられた方にご冥福をお祈りしたいと思います。またこのことにより道内一円の停電。こ

れは私たちが考える以上の色んな問題が出てきたんだろうと思います。全く他人事じゃない。

一つの災害が、また二次災害が出てくる。これが正常に戻るまで、まだまだいろんな経済活動

を含めると、非常に大きな問題なんだろうと思っています。おかげさまで、大きな災害という

ことではなくて済んでいると思いますけども、この件に関して今後いろんな対応の仕方だとか、

いろんな賢い選択肢を我々は持たなきゃいけないのかなと思っております。また関係の方々、

そして職員の方々のご苦労に感謝申し上げます。そして一町民として、また今後、こういう機

会ですけども冬場になった時のことを考えると、やっぱり想像を絶する部分があると思います

ので、今後いろんな形で検討していただきたいと思います。 

さて、提案しておりました一般質問に入らさせていただきます。まち・ひと・しごと総合戦

略について伺います。第５次清里町総合計画が、平成２３年より平成３２年の１０年間を展望

され示されました。その中間見直しが、平成２８年より平成３２年の５カ年計画が改めて見直

されたと思っております。同時に地方の人口減少が一段と進み、国による地方創生が示された。

これで清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略として、客観的重要評価指標KPIを設定し、効

果的戦略を策定。着実に実施ということで進まれていると思っております。この検証が本年４

年を迎え進捗状態、あるいはどういう形でこの見直しをしていくか。最後の３１年に向けて伺

いたいと思っております。 

地方における人口減少は、あらゆる場面で大きな問題であり、今後減少について避けられな

いとは思っております。しかし総合戦略の基本目標、地域における安定した雇用を創出する。

大前提の１項目がされております。その中でいろんなことへの取り組みが必要になってくると

思いますが、私はこの中でたくさんある項目の中１つ、具体的施策の中で、基幹産業である農

業に置かれている状況。耕地面積の拡大に伴う、大規模が進む中、今後労働力への問題、いろ

んな角度で解決しなきゃいけないことだろうと思っております。 

総合計画の中でも主要政策にある法人化の推進、支援を掲げてあります。また経営支援組織

コントラクターの検討、ヘルパーの育成、農作業人材バンクの検討。これらの取り組み、進歩

状況について伺わせていただきます。 

雇用については多くの取り決めがされているんですが、実際この雇用については町に新しく

来るために、最大必要な最低条件になります。この雇用については多くの取り組みがされてお

りますけども、農業に関することともう一つ大きな問題、雇用創出では、焼酎の販路拡大、販
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路維持・拡大に伴う卸小売業への営業強化とあります。価格改定後、さらなる営業強化は必須

と思われます。どのように取り組みされているのか、伺います。 

もう一点、基本目標２の中で、地域への新しい人の流れをつくるについて伺います。交流人

口増加へ観光事業への取り組みについては各イベント、いろんな実績が上がっていると認識し

ております。また新たな観光メニューの促進にかかる、この中で謳われているのが、外国人観

光客の誘致及び受け入れ体制の整備、取り組みについて書かれております。また観光ガイドの

養成、支援とありますけれども、この件についても、今どのように取り組みされているか伺い

たいと思っております。 

またこの中で大事な、先程の雇用の先にあるもの、移住定住の推進を図るためのプロモーシ

ョン強化とあります。その中で分譲整備の継続、空き家情報の取り組み。この辺については、

前回質問させていただいた空き家の部分がどのように今後進んでいくのか。これらのプロモー

ションの進め方について伺います。この２点について町長に伺います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただ今いただきました、河口議員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。まち・ひと・

しごと総合戦略に掲げたそれぞれの目標、政策に対する御質問かと思います。まず総合戦略の

策定については、御案内のように本町においても、国のまち・ひと・しごと創生法に基づいて、

国及び北海道が策定したそれぞれの総合戦略を参考としながら、準拠して、町、地方公共団体

も地方版の総合戦略を作成しなさいと、そういうような形の中で、清里町においては平成２７

年度に策定をさせていただきました。 

内容については、国が示しました地域における安定した雇用。または地域への新しい人の流

れ、さらには若い世代の夢や希望をかなえるとした、その方向性に沿った清里町も内容になっ

ているところでございます。 

その中の１点目に目標として掲げております、地域における安定した雇用を創出するための、

その中の項目に農業経営における法人化の推進と支援というものが謳われてございました。清

里町における法人化の計画内容でございます。清里は今現在１４の農業生産法人が組織をされ

ております。近年では平成２６年から毎年１年に、１法人ずつ増えてきたというような状況に

なっているわけであります。またこの中で今後の課題としても掲げております、コントラクタ

ーの経営支援組織体制の関係でございます。これらの取り組み、具体的なコントラクターとし

ての組織がまだ立ち上がっているわけではありません。ただし、それに向けたそれぞれの基盤

づくりが、今進められているのかなというふうに思っております。 

その１つとしては、ＪＡが一昨年に導入いたしましたハーベスターが畜産、酪農関係の皆さ

んとの作業で、その作業にかかわる部分での導入ということになってございますので、今後の

そうした具体的な作業組織としての立ち上げにつながっていくものかなというふうに思ってお

りますし、今年度から導入いたします。ＧＰＳ機能の農作業の自動操舵化が急激に今進んでき

ておりますので、これによって農作業の体系が大幅に変わっていくというふうに理解をいたし

ているところでありまして、この自動操舵化、ロボット化に向けた体制の中から新たなコント
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ラクターの組織化につながっていけるものかなというふうにも判断をしているところでありま

す。 

また畑作ヘルパーの育成の関係でありますが、現実問題としてまだ具体的な取り組みがされ

ていないというような状況にありますが、ただこれらについても担い手育成協議会における新

たな農業実習体験の取り決め。こういうものも進めてきているところでありますので、これら

の部分を使いながら、具体的な対応に向けた取り組みの１つの足がかりになるものというふう

に期待をいたしておりますし、またそれらの方々を組織的に集約すると言いますか、組織化す

るという部分においての農業の人材バンクの扱いでありますけども、これらについても、そこ

ら辺の相当共通する課題もございますので、そういう課題に基づきながら、農協、もちろん普

及センター、またそれぞれの農業関係機関団体とそうした連携のもとに検討対応を進めていき

たい。このように考えている次第でもございます。 

次に同じ項目の中の、焼酎の販路維持拡大に伴う関係でございます。これらについても、御

案内のように、清里焼酎については製造が開始してから４０年という１つの節目を持って、２

７年度に瓶のデザインを一新しましたし、また焼酎の名称も北海道清里に統一をして、統一ブ

ランドとして取り組んでいるところでございます。これらの部分を含めて、やはり一定の販路

拡大をしながら、経営の安定化につなげていただければな、そういう中においても雇用につな

がる対応をあわせてやっていくというようなことで取り組みを進めているところでございます。 

特に基盤となるのは、やはり道内の販売が一番優先的でございます。ただ道外においても、

まだまだ知名度が低いということもありまして、道外における、それぞれの商談会また展示会

等も積極的な参加をさせていただいておりまして、徐々に販路の拡大が進みつつあるというこ

とでございます。ただ、道外における販売の実績としては、まだ１３％から１４％ということ

で、ほとんどが道内でありますので、これらも含めながら特産品としての焼酎の販売ですから、

注文を受ければ何ぼでも作れるかというと、そういう体制にはなっておりません。うちの一定

の規模の中でやれる範疇ということになれば、ある程度そこら辺も限られてくる範疇の中での

営業をやっていかなければならないというふうな理解をしているところでありますので、先ほ

ど来申し上げておりますように、道内を中心にそして頑張れるところについては、道外にも、

その足がかりをつくっていきたいということで現在も取り組んでいる最中でございます 

次に２点目の基本目標の地域への新しい人の流れをつくるとした、その中における観光の関

係でございます。清里町のそれぞれの自然景観、また地域資源を生かしながら観光対策につい

ても鋭意進めてきたところでございます。計画の重点項目、ＫＰＩの中にも外国人の誘致及び

受け入れ体制の整備という項目を掲げているところでございます。基本的な誘致、受入れ体制

の部分については、基盤の部分とソフトの部分と両方あるのかなと思っておりますが、なかな

か基盤ということになると難しい部分がありまして、ソフト的な言語の多重化だとか、それか

ら接待だとか英語を話せる人の雇用だとか、そういう部分を含めて、今取り組んでいるところ

でありまして、神の子池を中心に表記も日本語表記と英語表示とそれから中国語表記を入れて

きておりまして、少しずつ外国人対応に合わせた表記も整備をしつつあります。またホームペ

ージも、観光協会の部分におきましては英語のホームページの表記がされてきておりまして、

さらに窓口には英語の堪能な職員も採用をされております。それと清里町の施設のメインであ

りますパパスランド、それから緑清荘においても受付職員については英語の堪能な職員が配置

されておりますので、そうした面においては、徐々にそれらの体制も出来つつあるのかなとい
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うふうに思っているところであります。 

また阿寒摩周国立公園の広域協議会というのがありまして、その中でも国の満喫プロジェク

トの中にも、そういう取り組みがありますので、それらの取り組みとも連動しながら、整備を

進め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賜りたいというふう

に思っているところでございます。 

それから移住定住の関係でございます。これも人を増やすと新しい交流という形の中での対

応になってくるかなというふうに理解をしているところでございます。この移住定住につきま

しても、それぞれ今までもお試し住宅を初め、いろんなツーリズム等の商品化をしております

ので、その商品化に向けた対応の中で、まずは清里町に来ていただくと。来ていただいて、い

ろんな体験をする中から清里の良さを知っていただいて、移住定住につなげていければなとい

うふうに考えているところであります。 

ただし移住定住はそう簡単にはいきません。やはり生活の基盤がなければこちらにもただ来

ていただいてもということになるわけでありますので、そうした基盤となる雇用の受け入れ連

動した中での取り組みをし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

ますし、また住むための環境づくりもしていかなければと思っております。 

先程ありましたように空き家バンクの関係についても、清里の町の中に、まだまだ多くの空

き家がございます。その空き家を有効にその住居として活用できる。そういう方向性を組んで

いきたいということで、町においても空き家バンクの制度に支援をさせていただきながら、登

録をしてもらえるように一生懸命対応しているところでありますが、なかなかそこら辺ＰＲが

まだ足りないという部分もあるのかなと思いますけども、思うような空き家があるんですが、

登録まで至っていただけないという、ちょっと苦しさもあるわけであります。今後そういう中

においても、鋭意努力をしてまいりたいというふうに思っている次第でございます。先程まだ

残っている部分で、観光ガイドの要請の関係。失礼をいたしました。これらの関係についても

清里町内に観光ガイドの方々がおられますし、またこの知床圏には、かなりの観光ガイドの方

は居られます。このガイドの拠点となっているのは、清里の観光協会の中に、そのガイドの方々

の拠点が設けられてございますので、そういう中においてガイドの育成をしたり、招へいや対

応について取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。また今回地域お

こし協力隊の中から、お１人がそういう方向への仕事を見つけ出していきたいということで、

一生懸命ガイドの養成に合わせて組織づくりも進めているところでありますので、そういう

方々をバックアップしながら、ガイドの養成とそしてガイドの新たなしっかりとした組織づく

りに向けて町としても関係機関とも連携をしながら積極的な支援に乗り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ので、これらについても御理解を賜りたいと思います。 

全体基本目標のまちづくり総合戦略の基本目標の１点目の地域における安定した雇用を創出

する。その中での先程来御質問をいただきました、農業関係の組織化と育成。それと焼酎の販

路の拡大。また基本目標の２点目の地域への新しい人の流れをつくるとした観光とあわせ、ま

た新たな人材バンクというようなものを含めながら、取り組みを進めていきたいと考えている

次第でありますので、御理解御指導賜りますよう、よろしくお願いを申し上げる次第でありま

す。以上申し上げまして、１回目の答弁とさせて頂きます。 
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○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 それでは順次再質問をさせていただきます。今回雇用増の問題で２点ほど、農業の法人化、

そして焼酎工場の雇用の中で営業という部分がどうなっているかということ。それであくまで

も、雇用のことと移住定住は連携することなので、この項目について絞らしていただいたわけ

ですけども。あくまでも町・仕事総合戦略の中で地方創生、大きな事業として計画された項目

としてはない。これはかえって良かったのかなと言う解釈もある。これは第５次総合計画の中

で、総合戦略としてここ町がどれを重点的にやっていくかということで出来たんだろうと思う。

この中でいろんな事業を取り組んだ、地方創生の事業を取り組んだ日本の中で、約７割以上が

うまくいっていないというのも現状。残りの部分も行政からの助成をしながら、ようやっとや

っているというのが現状のようです。これはいろんな問題があるんだろうと思いますけども、

この辺はむしろしっかりと第５次総合計画の中で地域戦略、総合戦略としてこの町は進んでい

ったことなんだろうと。ただしその中のいろんな項目について、やはり形がい化されては困る

んだと思います。 

やはりここで大事なこと、新しい角度で雇用の創出ってどうなんだろうか。私があえて農業

の部分と焼酎に絞ったというのは、やはり農業６次化と言われながら、材料から製品をつくっ

ていく部分。これはまさしく焼酎の部分。それで後、農業の中では農業でできたものの大きく

製品にしているのは、でんぷんの部分があるんですね。あくまでも商品としてここから出して、

原材料から商品を出しているのはそこの部分かなと思っておりますので、特にここでこの町が

雇用を出していくのは農協部分をどうやってここから雇用創出するのかと。当然経済の論理で

法人化されているのはたぶんあると思いますけども、ここに新しい人が農業経験者ではない、

新しい人がどうやってこの農業に仕事を持って行くかっていった時に、ここの法人化っていう

部分についても、１つの選択肢ではないかなと私は思っております。この辺は本当にどういう

形が、この法人化プラス雇用につなげる部分になるのか。そしてここの基幹産業である農業が

本当にいろんな角度から、やはり注目を浴びる農協組織になっていただければと思っておりま

す。やはり農家個々が光らなければならないんだろうと思っておりますので、新しい試み、新

しい法人化ということではどんな形がどうやって進んでいくのか、当然経済論理の中の進んで

いくんではなくて、全く新しい形の法人化っていうことも１つある。それはなんなのか。やっ

ぱり１つの成功事例をつくるということの中では、行政側からできるインセンティブをどうつ

くるかってことで、全部が法人化になるのかというとそうではない。そして先ほど町長言われ

ました、グローバル化だとかこの辺当然今大規模化になってそれがなければ農業がやっていけ

ないのも現状で、大規模化っていうのはどうなのかというと、まさしく人口減少の中で農業人

口も減る。その中でいろんなＧＰＳ機械に頼らなきゃならない部分も多分ある。これの大規模

化は生産性、労働生産性はすごく上がってくると思います。 

ただしこれは地域振興にどういうふうに関わってくるのかというと逆に大規模化が決して地

域振興にプラスになっていかないというのも現実なのかなと思います。耕作面積が清里、ずっ

とここ何年か全部ほぼ横ばい。これも現実。もうそれ以上の耕作面積はない。それをどうやっ

て労働人口でこなしていくのかということになります。その時に将来を見たら、明るい形がや
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はり１つは法人化の新しい形の法人化というのも、一つなのかなと私は思っています。その中

で、新しい畑作３品以外にどう取り組むのかということも大事なことだと思っていますので、

この法人化の部分。あるいはコントラクターの部分。この辺ＪＡさんとどうやって意識を、そ

れぞれの将来をどうやって検討されているのかということを実際に目に見える部分が見えない

ものですから。私も雑談がてらＪＡさんとお話してきたけども、やはり１つの民間という経済

論理の中で進んでいる中で地域にどう貢献しようかという検討はあるけども、やっぱりこれは

行政がどうやってどこから取組に入っていくのかというのは大事だと思いますので、もう一度

人材バンク、コントラクター。その中で新しい法人化に向けての町長のどのように進んだらい

いのかという部分で新しい考え方がもしあれば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) 

 ただいま御質問でございます。農業の法人化、いろんなやり方が実際問題としてあるんだろ

うというふうに思っております。清里町においても、先ほども申し上げましたように徐々に法

人化は進んできているというのが実態でございます。これは雇用の問題もあり、また経営体制

としての内部管理の問題もあって法人化が進んできているのかなというふうに思っております

し、また一面、やはり離農化される農家の方々の逆に言えばそういう試算をどう受け入れてい

くかという面においての法人化と、そういう部分もあるのかなというふうに思っているところ

でございます。 

私どもとしても、やはり法人化によって単純に規模拡大をして後ろを振り向いたら生産者が

いないと。これでは町の体系がという思いはいたしているところでありますが、ただ現状問題

として、どうしても離農される方の分をどうそこの中に吸収していくかと。それが一番やりや

すい方式というのが、法人化が一番いいんだろうなと。個別経営の中でも、ＧＰＳだとかそう

いうものでの自動操舵が入って参りますから、今までは大体１農家当たり４０ヘクタールから

５０が限度だろうと。家族経営のときにはですね、そう言われていた体系がまたここへ来てち

ょっと変わりつつあるというようなことからいけば、そう簡単には農家戸数は減っていかない

かもしれませんが、ただどうしても後継者がいなくてという部分については法人化の中である

程度２戸３戸の方々が組織化をした法人化ということもありますし、また家族経営を中心とし

た法人化の中に雇用としての体制づくりをしっかりしてあげて、新規就農をその中に吸収して

いくと。そんなやり方もいろいろあるのかなというふうに思っているところでございまして、

これらの方式についても、雇用の立場と雇う方の方々と雇われる方々との接点をどう見つけて

行くかという部分、非常に難しいところがあるんですが、そこら辺をやはり整備を今後農協な

んかとも、しっかりと連携とりながらしていかなければならないだろうというふうに思ってい

るところであります。 

また人材バンクや先ほど働くヘルパーの関係についても、だいたいそういう法人化に向けた

一体型の取り組みの１つだろうというふうに理解をいたしておりますので、これらの関係につ

いても農協さんは１つの協同経営体としての全体の経営としての組織化された大きな団体であ

りますし、町は町として行政全般としてまちづくりの観点と産業の振興の観点からやはり連携
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をとっていかなければなというふうに理解をいたしておりますので、どちらがどちらというこ

となく一緒になって、知恵を絞っていきたいと。そういうふうに考えているところではありま

すので、御理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 知恵を出すということでは、非常にやっぱり今後新しい時代に向けての清里農業振興計画、

中でもやはり主要課題の中に労働力の確保。そして担い手の育成と確保ということがやっぱり

一番最初に出てきているわけです。そして先日小清水で開かれました研修会の資料見ますと、

非常にやはりここの３町の中でも、清里町の人口減少率、そして高齢化率。そして一番大きな

問題、生産年齢人口の減少っていうのがものすごく大きいんですね。まさしくここはしっかり

と労働力をどうやってうまく使って行くのか。今後決して増えない。増えていく可能性のない

の中で、減らさない。あるいは地方から他の地区から来てもらえる雇用を掴むということでは、

ここの基幹産業の農業で雇用を作るということは一番大事なことなんだろうと思う。これもの

足がかりはやはりインセンティブしかないんだろうと思います。１歩進んで行くのは。どうや

ったら先に手をつけて、将来を見たときに何が得意になるのかというインセンティブを、将来

はＪＡさんとしっかりと組んでいただきたいなと思っております。それも昨日お話した中では、

ＪＡさんも将来についてはやっぱりこの辺職員の確保も難しい。その中で労働力の確保なんて

より難しい中でどうやって将来を労働力の確保につなげていきたい、いこうかっていう。非常

にやっぱり頭を悩ます。それはやっぱり新しい切り口を持って行かなきゃならないし、そのた

めにどこからやるかっていうのは、私は行政からのインセンティブをどうやってするかという

ことが一番大きいかなと思っておりますので、この辺については、再度検討され何が残るのか。 

１つ言葉の中で面白いことがありまして、それは金がないから知恵がでる。金があると知恵

が引っ込むという文言がありましてね。確かにそれを考えると、ここの町の堆積率非常にいい。

農協さんもそれに匹敵するだけの資産を持っている。やはりこの町の中ではまだ金があるから

それでいい。従来の継続することになっているんだろうと。これはまだまだこれから上手に知

恵を出していくということが大事なのかなと思っておりますので、次の焼酎の雇用の問題とあ

わせて、再度答弁いただきたいと思います。 

焼酎工場の焼酎についての先ほどありました従来と同じ営業では私はやっぱり駄目なんたん

だろうと思います。価格改定後、営業強化。どうして営業が大事なのかということについては

ですね、やはり物を売っていく時に、買われる顧客これのレスポンス、どう思っているんだと

いうレスポンスを我々はどう使うか。掴むのかっていうとこには、一方的に物が良い物ですよ

ということの提供ではない。それはどう思っているのか、どう飲まれているのかだとか色んな

レスポンスをどうやってとるかっていうのは営業しかないだと思っています。この営業強化は

従来と同じことをずっと繰り返すんでなくて、しっかりとした営業体系をどうやって今後作っ

ていくのか。将来ずっと維持、この焼酎が経営できる体制をどうするのかっていうことには営

業強化をしっかりとした体制をつくるということしか、私はあり得ないんだろうと思います。

ただ製造したやつを評価の中で買っていただくということでは将来増えて行かない、この一途
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をたどる。しっかりとしたそこの中に営業部門を立ち上げるということも、新しい方向ではな

いのかなと思いますので先ほどの２点について答弁いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの質問でありますが、１点目については農業の法人化に向けた労働力の確保と担い

手の育成。それと農協組織との連携によるそれらの対応についてと。２点目については焼酎の

営業強化に向けた新たな体制の考え方という御質問かというふうに思います。 

それで１点目の労働力の確保の関係での農業の体系でありますけれども、基本的に清里町の

農業。主には畑作３作物を中心として、今日まで生業を行ってきたということであります。必

然的に、この３作に絞られてきたという背景も裏にはあるのかなと。そういう中で、どうして

も労働力の確保だとかが難しい。新しい販路の確保というものも含めて作物が国が奨励する、

国が管理する。極端に言えばそういう３作に絞られてきたと。これはある１面経営が安定をし

ていくと大きな儲けはないけれども、確実にそういう方向性が出てきたのかなと。そんなこと

を思っているところでございます。 

ただ今後においてＥＰＡだとかＴＰＰの関係でどうなっていくかというのは極めて不透明な

状況にあるわけでありますが、それを一気に経営形態を切りかえる云々と言うのは、なかなか

難しい状況でありますから、やはり今の３作を中心としながら、そこに分業化をある程度持ち

込みながら、年間を通した労働環境をつくり上げていかないと、その時その時の冬場、夏場だ

けの対応でどうしても雇用を、またはそこで新たな人の採用といっても難しいものが経営的に

ありますので、やはりある程度農業の経営そのものの分業化。またその中には六次化というも

のも踏まえながらということになっていくのかなというふうに思っております。 

そんな体系をつくりながら、やはり雇う方々も年間を通した仕事を提供できる。雇われる方

も年間を通して仕事があって給料もきちっと保障されるという、そういう体制をつくっていか

ない限りは、なかなか雇用を拡大するということにはなってこない。その一つの筋道として、

法人化による経営方向性を明確にしていくという部分が含まれてくるんではないだろうかとい

うふうに思っているところでございます。そんな中で、農協さんとも連携をとりながらどうい

うスタイルが本当に新しい形態としていいのかと。しっかりとこれから見きわめていかなけれ

ばならないというふうに思っておりますし、農業者そのものがどこに力点をおきながらやろう

としているのかと。ここら辺もしっかりと探っていかなければならないというふうに思ってお

りますので、これも普及センターは当然でありますけども関係機関あげて、対応策を検討して

いきたいと。要は清里の農家数をこれ以上減らさないため、その減った分を雇用か何かで新し

い労働力の中できちんと埋め合わせをしていくということをやらないと、どんどんどんどん減

っていってしまうということになりますので、そこを踏まえた中での対応をしていければとい

うような思いでいる次第でございます。 

次に焼酎の営業強化の関係であります。先ほど申し上げましたように清里町の新たな瓶を作

って北海道清里という名前に統一しながらブランド化を今図ってきているところでございます。

そういう中で、たまたまこの２７年から時を同じくして、まち・ひと・しごと創生事業、要は
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総合戦略が出てきたわけでありまして、その中にもブランド化という部分を目標の中の政策の

１つとして掲げておりますので、それらに基づく市場展開も少しづつ進めてきているというの

が実情でありますから、従来は余り東京方面での展示会だとか商談会というのは出る機会がな

かったんですが、これの費用を一定程度使いながら、そういう対応も今徐々に広げてきている

というような状況にあります。商談会はやはりこちらから直接出向いていかなければなりませ

んが、展示会等については向こうで人を雇って展示の販売員を雇うというような方法なども１

つの方法として取り入れながら、現在進めているというような状況にもありますので、こうし

た対応の中で積極的に取り組んでいきたい。ただ先ほど申し上げました清里の場合は特産品と

して、販売の範疇でありますから注文を受ければ何ぼでも製造して出荷できるとう、そういう

代物ではありません。やはりその出来る規模能力に見合ったやり方も一定程度やっていかなけ

ればならないなということであります。ただまだ若干の余裕があります。というのは、今現在

だいたい年間７０キロリットルから７５キロぐらいを販売しておりますが、最大これを全ての

ものを統一してなるべく省力化してやると、１００キロを少しもって行けるかなとは思ってお

りますから、最大上限そこぐらいまでが限度になってくるだろうというふうに思ってますんで、

それらの範疇の中で、やはり特産品として特別なものだという販売の仕方をしていかなければ

ならないだろうというふうに思っておりますし、本来の目的から行けば、清里町に買いに来て

頂くというのが一番良いわけでありますけれども、なかなかそれだけでは捌ききれないという

のもありますので、全体の収支のバランスを見ながら、そこら辺も進めていきたいというふう

に考えておりますので、ご理解いただき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) 

 今の焼酎についてさらに再質問させていただきます。今特産品、本当に４２年ですか、経っ

た特産品。まさしく誰にも押しも押されぬ位置に来たんだろうと思っています。 

ただしやはりしっかり利益を出す。例えばここで本当に大きな利益でなく、わずかでも利益

を出すでしか、これは地域の持続的な活性化には駄目なんだろうと思います。清里の宣伝。地

域で清里町を知ってもらう。その中の１つの特産品として位置づけは確かに大事なことですけ

ども、この中できちんと収支があうためにはどうしたらいいのかということでは、やはりつく

ったものをやっぱり売っていく販売力を持つ以外には僕はないんだろうと。将来そういう面で

は、ここに費用をかけて、これは財源補填をしていく。むしろ地方が疲弊することになるんだ

ろうと思う。早くなっていく。これは地域の持続可能な維持のためには、しっかりとしたもの

を売って、正規の形で物を売っていく。先ほどの他のその地域で応援をもらってというのは、

これはまさしく人にお願いをしてやる。他力本願ではダメ。しっかりとした事業を営んでいる

以上、営業をやりそして収支があう方法をどうやってやるかということが、やっぱり大事なこ

となんだろうと思いますので、この辺については、今までと同じ営業体制では駄目なんだよと

いうことだけを、しっかりとこう思っていただければと思うんです。その中ではやはり人事異

動のたびに人が変わる。これでは物を売っている営業としては、まさしくやはり継続的に買っ

ていくお客さんにとっては、十分な説明力がないんだろうと思いますので、この辺を将来とも
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にこの焼酎事業が生きていくためにはしっかりとした営業部門をつくるということが必要では

ないのかなと思ってまいりますので、その辺の町長のまさしく焼酎できた歴史をずっと背負っ

ている町長ですから、さらなるこの焼酎を維持するためにどういう方法があるのかということ

の中では、私は営業なくしてはあり得ないと思っていますので、この辺の思いをもう一度町長

に答弁いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 焼酎の営業強化の体制づくりの関係でありますが、御指摘のようにそういう形で営業専門部

門ができて、それを専門に扱えるということになれば、本当にスタイル的には良い形ができる

のかなというふうに思っているところでありますが、ただし費用対効果、いろいろ全体の収支

のバランスを考えなければならないというところも含めながらいきますと、なかなか一気にそ

こまでは到達するのはちょっと時間がかかるかなというふうに思っているところであります。 

今現在も焼酎事業所に専門のですね、杜氏と言われる部分の技術職員が２人おります。その

他にもう１人実はＯＢの、これも技術者ですが退職したＯＢの方。要は３名体制がそれに当た

っているということと、または職員として所長がおりますから、全体４名でやっているところ

であります。こんな中からですね、製造期間に入りますとどうしてもその技術者の方々は製造

専門に行かなきゃなりませんが、その時期を過ぎると一定程度その販売の方にも振り向けなが

ら今までもやって来ておりますし、これからも当面の間は、そういう体制が取れるうちは取り

ながらですね、その営業面もある程度賦課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。 

本来であれば、今河口議員さんから言われましたように営業部門を立ち上げて、颯爽とその

部分を消化していけばという思いもないわけでは我々もないわけですが、なかなか全体の製造

量とこの販売の形態から見ると難しいところもあるかなと。どうしても特殊な世界もあるんで

す、アルコールというのは。卸問屋がいまして、その卸問屋は相当強い権限を持っております

から、我々も実はですね近場のところ、特に斜網地区やなんかは個別の販売店を回らせている

んですが、そこでの余りそういうのをあまり好ましく思ってくれない卸の方はですね。やるな

ら勝手にやりなさいという体制があるみたいで、そこへどんどんどんどん我々が入っていくと

その部分、卸の方がついてこれないというと失礼になりますが、ちょっと付け放されるという、

そんな感じにも実は特殊な関係があります。ですから、そこら辺のバランスもうまくとりなが

らですね、ある程度利用し、お互いがこう良い立場になるように合わせながらですね、営業も

していかなければならないかなというふうに思っていますので、卸だとか小売店が実施する展

示即売会だとか商談会はですね、当然ものすごく行ったら来てくれ来てくれという要請がある

んですが、個別の小売店に売り込みに入るということは凄く嫌がられるという事態もあるとい

うことも頭に置きながらやっていかなければならないかなというふうに思っております。 

焼酎の部分でもホームページももっておりますので、そこら辺を含めて、なるべく多くの方

が見ていただけるような、そういう今の手法も十分に取り入れていきたいなというふうに思っ

ておりますので、全体的なそういう流れの中、営業の体制。そしてお互いが良くなる方式や何
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かも含めて、今後とも十分に検討を加えていきたいと考えておりますので、ご理解いただきた

いと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) 

 まさしく今の中で、卸の流通経路の中の非常に難しい部分は重々承知です。デザインの変更

をしました。そしてメディアに露出するのが増えました。これは戦略の中で正しい。マーケテ

ィングの中では非常に正しいんですけど、従来と同じ流通経路しかできません。僕はここが違

うと思うんですね。せっかくデザインの変更をしました。こちらから発信する情報をたくさん

やったときに従来と同じ流通経路ということではないんだろうと思いますので、この辺はいろ

んな知恵を絞って、さらなるこの焼酎がここの町で自立できる方法を少なからず検討していた

だきたい。であれば今の焼酎を収支が合うのは少なくするのがいいのか。このままどうやって

いく。これは生産性を上げる以外ないんですから、ここはきちんとした製造ラインをつくって

コストを下げる。これしか解決はない。あるいは沢山やればやるほど人力がかかるというのは

まさしくコストを持ち上げてしまいますので、決してそれは将来収支が合うということにはな

らないと思っておりますので、やる方法は限られておりますけどれも、どうしたらこれの収支

改善をどうやったらやっていけるのかということについては、前向きな形で今までと同じ中で

どうやって行くかというのは無理なんです、これは。これは変えていかなきゃいけないという

ことを十分承知していただきたいなと思っております。 

各関係者、あるいは担当者、非常に苦労されている中、しかしやはり悪者になっては駄目な

んですね。この焼酎は非常に良いけども足を引っ張っているねということではない。やっぱり

胸張って町民皆が胸張って、うちの焼酎は行政がやっているけれども、きちんとここで利益を

上げられるような体制。これはやっぱりどうやってやるか。知恵を絞ることは非常に大事なこ

とだろうと思いますんで、是非やっていただきたい。 

時間が限られてますんで、次の項目に移させていただきますが、観光については、今本当に

きよーるを初め観光拠点の中で尽力されている関係者、さらなる今後ですね、やはり先ほど言

った収支をどうやってあうかということについて、やはり皆さんが知恵を絞っていかなきゃい

けないんだろうと思っております。 

次の移住定住の推進を図るためのあえて計画の中でプロモーション強化とある。私はここの

部分にそしたらこのプロモーションをどうやってされているのかということに、１つの不満を

覚えています。確かにこのプロモーション強化はあります。空き家情報は前回の質問中で一般

は１４５戸。職員住宅で２７戸ありますよと。けどこれはまさしくつぶさなきゃいけない住宅

もかなりあるんだろうと思います。でも利活用ができる部分もあるわけです。その辺の検証が

きちんとされているのかということはやはり大事だ。残念ながら私はここの全部を詳細に見て

歩く時間がなかったもんですから、一般の思いだけでお話して大変失礼なんですけども、やは

りここの情報が少ないと思うんですね。まだまだ前向きの本当にこれは清里の資源としてこの

住宅、まさしく先程の雇用もあるけど、住む所もない。これではやっぱりだめなことなんだ。

きちんとした、ここにある民間の資源もどうやって活用していくのかというのは、情報が一番
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大事なことなんだろうと思います。その中では住みたいって言う需用の部分の細かい情報。そ

して、今どう置かれているかという、各空き家の情報。これをきちんと検証と言いますか、調

べる。そこで初めてプロポーションなんだろうと思います。確かにホームページ上で出ていま

すけども、古い情報がただ掲載されているでは、やっぱり駄目だ。常に新しい情報がその中に

生きている。生き物であると思いますので、この辺はしっかりとやる。 

町に関わる人たちの意欲をどう高めていくかという必要な力は説明力だと思うんです。これ

はやっぱり行政の中できちんと関係者あるいは町民にどう説明していくのかって言うことは、

やはり大事なことなんだろうと思います。町民の力、あるいは地域参画総量という言葉があり

ますけど、まさしくこれは人口の住む人の数プラス意欲の掛け算とこうなっていますけれども、

人口は間違いなく減っていっている現状。高齢化になっている。この中で何も高めていくのか

というと町民の意欲力をどうやって上げていくのか。その中にはやはり説明力が非常に大事な

部分になってくる。やはり共創協働と言い、ここは非常にそういう面で花と緑ということで培

ってきた部分が沢山ある。ただしやはり詰めが甘い。さらにそれだけ積みあがった部分がやは

り町民力として、どう今後発展させるかというところに大きな問題があるのかなと思いますの

で、先にこう言葉を言いましたけど、金がないから知恵が出る、金があると知恵が引っ込む。

これは本当に危機感というか、将来どういう形でまちづくりがされるかという大きな課題なの

かなと思いますんで、その中で説明力っていうことがやはり大きな問題なのかなと思います。

その中で、一人一人町に関わる人たちのやはり穏やかが続く幸せをどう作るのかということな

んだろうと思いますので、この説明力について町長に伺いたいと思います。 

是非この町は非常にいろんなことで良く出来ているんだと思う。やはり幼児教育、教育につ

いても、色んな福祉。非常によく出来ています。良くできているんですけど、町の中の空気・

雰囲気がどうなんだろうかと言った時に非常にまだまだいろんなことを言われる方もいらっし

ゃいますけども、これをさらなる力として今までやってきたことの力となるためには、やはり

説明力がまだまだ大事なのかなと思いますので、この辺について再度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) 

 まず１点目の焼酎の事業の関係であります。４０年かけて、じゃがいも焼酎。清里の本当に

特産として成長をしてきたわけであります。１つの町民の皆さんにとっても清里は何だと聞か

れたときには焼酎があるよというぐらいまで、これが浸透してきた。本当にありがたいことだ

なというふうに思っております。 

ただこの焼酎も、これからも安定的に持続させるということになれば、当然収支のバランス

を一定程度考えながらいかなければならない。ただ作りっぱなしというわけにはいかないとい

うふうにも理解をしているところでございます。そんな中に持続するためのいろんな方策を今

後とも講じながらやっていきたいと思っているところでもございます。 

また収支の関係、単純に行きますと、どうしても直接的な経費の部分しか収支は現れません

けども、現実的にはそういう自慢の種であり誇りでもあると。そしていろんな部分においての

間接的なそういう効果も加味しながらですね、全体としての判断をしていかなければならない
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かなと、そんな思いもいたしている次第でもございます。 

次に移住定住の関係のプロモーションの関係でありますが、直接的なプロモーションについ

ては、やはり説明会だとか展示会みたいなものも開催されておりますから、そちらの方に出向

いて、町の良さを売り込みながら移住定住、要はお試しでも、まずはどうぞと言うようなこと

でＰＲをしてきたということでございます。 

ただそのＰＲの一面、町内のそれではどれだけそれに登録した住宅あるんだということにな

ると、さきほども言いましたように空き家としては１５０軒ほどあるというふうにおさえてお

りますけれども、実際登録されているのはまだまだ少ない実態であるということでありまして、

我々としても多くの皆さんに、せっかくある住宅ですから、それを利活用しながら、新たな方々

に清里に来ていただき、住んでいただきたいと。そんな思いで取り組んでいるところでありま

して、空き家バンクの登録制度についてもそういう組織、観光協会でお願いをしているんです

が、バンクの事業として支援をしながら、進めているというような実状でもあります。その中

で清里の町の良さを、いかに売り込みながら相手の方の方々に清里に行ってみたいなと、そう

いうふうにこう思っていただける、そういうやはり情報の発信の仕方をしていかなければなら

ないだろうというふうに思っております。 

町外の方々には直接そういうことで商談会に出たり相談会に出たりということでの働きかけ

と、もう１つはやはり今の時代ですので、インターネットだとかＳＮＳですか、そういう情報

媒体を使って発信をしていかなければならないというような思いでいるわけでありまして、そ

ういう町外の方々にはそういう発信を。そしてまた町内の方々については、一番手っ取り早い

のは、やはり空き家を持っている家主の皆さんに、こういう事業があるんだとこういうふうに

登録をしていただければ、こういうふうに活用ができるんですよという、やはり積極的な働き

かけをやって行くということが一番効果があるんではないかなというふうに思っておりますの

で、この事業を担当いただいております観光協会の方とも十分に連携とりながら、今後の対応

策、最も効果的な方法などについても検討を加えていきたいというふうに思うところでもござ

いますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 是非この住む場所については、ここの町民の１つとして、資源として、きちんと活用出来る。

その中で職員住宅の部分についても壊すものは早く壊し、そしてそこの土地が分譲できるんで

あれば分譲する方法も１つなんだろうと思いますので、改めて今後の検討していただきたいと

思います。 

我々はもう半年で一つの賞味期限が終わるわけですけども、さらなる新しい時代への新しい

将来性をやっぱり発信していかないと、またその先から始まるんじゃない、新しい町政への思

いを、町長再度、言葉は悪いですけれども、終活行政では駄目なんだろうと思います。新しい

何かをここの町に、よくできた町ですけども、ずっと良く出来たのが当たり前になっている部

分もかなりあります。これは町の中の新しい雰囲気をつくっていくということも非常に大事な

ことになると思いますので、発信力。先ほど言われた、必要な力は説明力なんだろうと思って
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います。わかってくれるんじゃない。やはりどう説明するかということが非常に重要なことだ

ろうと思いますので、その中で私はずっと交通の問題は調べてきていますけれども、やはり大

きな変化という部分については一つのアクションの仕方として、構図が１つあると思いますの

で、ぜひ将来を含めた提案をしていただきたいと思います。最後の質問になりますけども、そ

の答弁をいただいて、私の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。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 まず前段の職員住宅。また関連する住宅の利活用の関係でありますが、これにつきまして御

承知、御案内のように単純に言えば学校が閉校したことによって生じております、旧職員住宅

の関係もございます。この関係、新栄にあります職員住宅及び江南にあります職員住宅におい

ては教員がまた使っている段階でありますから、一般に貸し出すというわけにはなかなか行き

ませんし、またそれを売るということにもなりませんが、今使用していない部分でいけば、職

員住宅の一部本当に古くてもう壊さなきゃならないかなと思われるようなのは、何棟かありま

すが、それ以外でいけば、緑の方にも緑の小学校の閉校に伴う部分で何とか使える部分もある

というふうに出ておりますので、これについて早急にそれらの利活用の方策、またはそれがな

い場合にどういうふうにやって行くかという方向性を定めて行きたいというふうに考えており

ますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

なお後段の新しいまちづくりの挑戦ということでありますが、当然町民の皆さんがこの町に

住んでいて良かったなと本当に実感できる、そんなまちづくりのために各種の政策を展開して

いかなきゃならないというふうに思っております。せっかく先人先輩の皆さんが、これだけ素

晴らしいまちづくりを進めていただきました、我々としても、それをしっかりと受けとめ、そ

して次の世代へとやはり引き継いでいく。そういう責務の中に、すぐに対応をしていかなけれ

ばならないものだというふうに理解をしているところであります。そうした中でやはり地域に

あるこれだけのすばらしい資源に、さらにブラッシュアップをして、磨きをかけて発展をさせ

ていくというのが我々の役目だというふうに思っております。 

その中には、当然産業の振興。これはやはり町民の皆さんが進んでいくための継続していく

ためのやはり起爆剤はそこにあるというふうに思っておりますし、また福祉や医療政策につい

ても、それに並行していかなければなりません。そして子供たちの次の世代へ向けた教育をし

っかりと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。何と言っても、安全・安心

なまちづくりのために取り組んでいく。そしてさらに、地域資源をこいかに生かしていくか。

ここにかかってくるんだろうというふうに思っておりますので、そういう方向性を皆さんと共

に確認し合いながら進めていきたいというふうに思っている次第でもございます。以上、雑駁

ではありますが申し上げまして答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 はい、河口高君。 
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○３番（河口高君) 

 一言だけ言わせていただいて終わらせていただきます。町民にとって大事なのはやはり一人

一人の豊かさ。そして町がどんな幸せをつくれるか。誰に共感されるのか。そしてここの町が

どんな空気・雰囲気を醸し出されるのか。そこが清里のブランドなんだろうと思います。清里

１００％を掲げておりますが、ここはやはり清里町民力がやっぱり清里のブランドだと思いま

すので、この辺をこれからいろんなことで町の共感されるまちづくりについて検討していただ

いて、良い町をつくっていきたいと思っております。以上をもちまして一般質問を終わらせて

いただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで河口高君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。ここで午後１時まで休

憩とします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

 

●日程第１３ 議案第４１号 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を再開いたします。 

日程第１３ 議案第４１号 清里町立学校設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただ今上程されました、議案第４１号 清里町立学校設置条例の一部を改正する条例につい

て提案理由をご説明いたします。 

本件につきましては、光岳小学校が平成３１年３月末をもって清里小学校へ統合となります

ことから、本条例の改正を行うものです。別冊審議資料１ページをお開きください。アンダー

ラインの部分が今回の改正箇所となります。別表第１、清里町立小学校のうち、名称清里町立

光岳小学校、位置清里町字神威１０５６番地を削り、別表第１とするものであります。附則は

施行期日を定めるもので、平成３１年４月１日とするものであります。以上で提案理由の説明

を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４１号 清里町立学校設置条例の一部を改正する条例は原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第１４ 議案第４２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 議案第４２号 清里町税条例等の一部を改正する条例議題とします。 

 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４２号 清里町税条例等の一部を改正する条例につきまして、

提案理由のご説明を申し上げます。今回の条例改正は地方税法の一部を改正する法律、生産性

向上特別措置法、その他関係する政省令等の施行に伴い、清里町税条例等の一部を改正するも

のでございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので審議資料の２ページをお開きください。

２ページから５ページは改正の要旨。６ページから４５ページには新旧対照表により改正箇所

をアンダーラインにより示しております。改正の内容につきましては、２ページからの要旨に

よりご説明申し上げます。改正の要旨については、法律及び政省令の施行に伴うものでござい

ます。 

改正の概要につきましては、表に記載しておりますとおり、第２３条第１項及び第３項は町

民税の納税義務者等について法律改正に合わせて条文の整理と、人格の無い社団等については

電子申告義務化に係る規定を適用しないこととするものでございます。第２４条第１項及び第

２項は個人の町民税の非課税の範囲について規定するものであり、第１項においては、障がい

者、未成年、寡婦等に対する非課税措置の所得要件引き上げに伴う改正。第２項においては、

控除対象配偶者から同一生計配偶者への定義変更。均等割非課税限度額の引き上げについて改

正を行うものでございます。 

３ページをご覧ください。第３４条の２は所得控除について、基礎控除額に所得要件を創設

するため規定の整備を行うものでございます。第３４条の６は調整控除について、調整控除額

に所得要件を創設するため規定の整備を行うものでございます。第３６条の２は町民税の申告

について年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直しに伴う規定の整備を行うもので

ございます。第４８条は法人の町民税の申告納付について、大法人に対する申告書の電子情報

処理組織による提出義務について第１０項から第１２項を新設し規定するとともに、その他必

要な条文整理を行うものでございます。第５３条の７は、特別徴収税額の納入の義務等につい

て、納入申告に係る様式について規定するものでございます。第９２条は製造たばこの区分に
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ついて新設するものであり、製造たばこを喫煙用・紙用・かぎ用の３つに区分し、さらに喫煙

用紙巻きたばこから、加熱式たばこまでの５つに区分するものでございます。第９２条の２は

９２条が新設されたことによる条ずれでございます。 

４ページをご覧ください。第９３条の２は製造たばことみなす場合についての規定を新設す

るものでございます。第９４条は、たばこ税の課税標準について加熱式たばこを紙巻きたばこ

の本数への換算について、加熱式たばこの重量と小売価格を用いて換算する方法によるものと

し、従来の重量による方法から５年間で段階的に移行するものでございます。第９５条は、た

ばこ税の税率について３段階で引き上げるものであり、６ページから始まります、新旧対照表

の第１条関係では１６ページに記載しております、第９５条において平成３０年１０月１日か

ら１千本当たり５千６９２円とします。また２２ページから始まります、第３条関係では２３

ページに記載の第９５条において平成３２年１０月１日から１千本につき６千１２２円といた

します。また、２４ページから始まります、第４条関係では２５ページに記載の第９５条にお

いて平成３３年１０月１日から１千本につき６千５５２円に改正するものでございます。４ペ

ージにお戻りいただきたいと思います。第９６条はたばこ税の課税免除について。第９２条の

条ずれに伴う規定の整備でございます。第９８条は、たばこ税の申告納付の手続について第９

４条において、定義語を置いたことによる規定の整備でございます。 

５ページをご覧ください。附則第５条は個人の町民税の所得割の非課税範囲等について所得

割非課税限度額の引き上げについて規定するものでございます。附則第１０条の２は法附則第

１５条第２項第１号等の条例で定める割合について生産性向上特別措置法の改正に伴い、第２

６項を新設し、生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として、同意導入促進基本計画に定

める事業の用に供する、法附則第１５条第４７項に規定する機械装置等を新規取得する場合に

あっては条例で定める固定資産税の特例割合を０と定めるものでございます。また２６項の新

設に伴う項ずれの条文の整理を行うものでございます。附則第１７条の２は租税特別措置法の

改正に伴う条ずれに対応するものでございます。平成２７年改正条例附則第６条は、町たばこ

税に関する経過措置について規定するもので、旧３級品の紙巻きたばこに係る税率の経過措置

について平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの税率を平成３１年９月３０日ま

で適用するものでございます。 

それでは３１ページをご覧ください。附則につきましては３１ページの第１条で施行期日。

３２ページの第２条は、町民税に関する経過措置。３３ページの第３条及び３４ページの第４

条は固定資産税に関する経過措置。３５ページの第５条は平成３０年１０月１日以前の町たば

こ税に関する経過措置。同じく３５ページの第６条は手持ち品課税に係るたばこ税について。

３８ページの第７条は平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日までの手持ち品課税に

係る町たばこ税に関する経過措置について。３９ページの第８条は平成３２年１０月１日以前

の町たばこ税に関する経過措置について。同じく３９ページの第９条は手持ち品課税に係るた

ばこ税について。４２ページの第１０条は平成３３年１０月１日以前の町たばこ税に関する経

過措置について。４２ページの第１条は手持ち品課税に係るたばこ税について定めるものでご

ざいます。以上で提案理由のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４２号 清里町税条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

●日程第１５ 議案第４３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１５ 議案第４３号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。本件について、提案理由の説明を求めます。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４３号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例につきまし

て提案理由のご説明を申し上げます。近年公営住宅への応募が減少し、空き家が増加傾向にあ

る中、単身者向け住宅については、入居希望が増加している状況にございます。公営住宅法の

改正により平成２４年度から同居親族等の要件が廃止されており、必要がある場合には条例で

定める事項となってございますが、本町においては当時の公営住宅の応募状況や単身者向け住

宅の整備の状況から同居親族等の要件については従前のとおり入居資格として定めているとこ

ろでございます。 

今回、一定の面積までの住宅について同居親族等の要件を適用しないことにより公営住宅に

単身での入居を可能とし、増加する単身入居の需要に対応するとともに、町営住宅の利用促進

を図るため清里町営住宅条例の一部を改正するものでございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので、審議資料の４６ページをお開きくだ

さい。４６ページは改正の要旨。４７ページから４９ページには新旧対照表により、改正箇所

をアンダーラインにより示しております。改正の内容につきましては、４６ページの要旨によ

りご説明申し上げます。改正要旨につきましては、町営住宅の空き状況と応募状況を鑑み、専

用面積５５平方メートル未満の住宅について、同居親族等の要件を適用させないことにより、

単身での入居を可能とし、増加する単身入居の需要に対応するとともに、町営住宅の利用促進

を図るものでございます。 

改正の概要につきましては、表に記載しておりますとおり、目次につきましては目次内の第

６６条を第６８条に改めるものでございます。第６条につきましては入居者の資格として専用
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面積５５平方メートル未満の町営住宅に入居するもの。（ただし著しい障害によって常時介護を

必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難であると認められるものは除く）は第２

号から第５号の条件を具備するものとし、条例内において第１号に掲げております、同居親族

等の要件を適用しないものでございます。第６条第２項につきましては全項ただし書きに規定

するものに該当するか判断するため必要がある場合には調査させることができる旨の規定を新

設するものでございます。第７条第２項につきましては、入居資格の特例について第６条の改

正にあわせて、専用面積５５平方メートル未満の町営住宅に入居するものは第２号から第５号

の条件を具備するものとするものでございます。４９ページをご覧ください。附則につきまし

ては施行期日を定めるものでございます。以上提案理由のご説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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４３号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例については原案のとお

り可決されました。 

 

●日程第１６  議案第４４号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 議案第４４号 清里町墓地条例の一部を改正する条例についてを議題とします。

本件について、提案理由の説明を求めます。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４４号 清里町墓地条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、合同納骨塚の設置に伴う規定の整備を行うため、清里町墓地条例の一部

を改正するものでございます。それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので審議資料

の５０ページをお開きください。５０ページは、改正の要旨。５１ページから５３ページには
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新旧対照表により、改正箇所をアンダーラインにより示しております。改正の内容につきまし

ては５０ぺージの要旨によりご説明申し上げます。改正の趣旨につきましては合同納骨塚の整

備に伴い、条例の改正を行うものでございます。改正の概要につきましては、表に記載してお

りますとおり、第３条については墓地の区分に清里町合同納骨塚を追加するものでございます。

第３条第２項においては使用料を徴して使用させる墓地の区分に合同納骨塚を追加するもので

ございます。第５条第２項につきましては、合同納骨塚を使用しようとする者の資格について

規定を新設するものであり、資格については記載の第１号から第５号までの５項目でございま

す。第５条第３項及び同条第４項につきましては、第５条第２項の新設に伴う項のずれ及び条

文の整備を行うものでございます。第６条及び第７条、第１２条から第１５条につきましては

第３条の改正に伴う表記の変更と条文の整理を行うものでございます。 

別表につきましては墓地使用料金表の区分に合同納骨塚を使用料金として焼骨一体につき１

万円を加えるものでございます。５３ページをご覧ください。附則につきましては施行期日を

定めるものでございます。以上で提案理由のご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。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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４４号 清里町条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決

されました。 

 

 

●日程第１７  議案第４５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１７ 議案第４５号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第４号）を議題としま

す。本件について、提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 
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○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４５号 平成３０年度清里町一般会計補正予算第４号につ

きまして、提案理由のご説明を申し上げます。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４億６千７８万８千円を追加し、予算の総額を５７億３千８３４万５千円と

するものでございます。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上

げます。 

それでは歳入歳出予算の内容につきましてご説明申し上げます。はじめに、今回補正提案さ

せていただく主な事業などにつきましてご説明申し上げますので、別冊の審議資料をご用意く

ださい。審議資料の５６ページをお開きください。補正予算の主な事業についてご説明いたし

ます。補正額内、上段かっこ内の数字は補正後の当該事業の予算総額であり、財源につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。 

２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、温泉施設修繕事業につきましては、緑清荘

及びパパスランドの修繕を行うもので２５０万円を計上いたします。寄附金基金積立事業につ

きましては、総務費寄附金の財政調整基金への積み立てに１１５万円を計上させていただきま

す。６目交通安全対策費、交通安全防犯推進事業につきましては横断歩道整備に係る歩道切り

下げ工事に１３０万円を計上いたします。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、福祉医療従事者雇用促進事業につきま

しては、町内の福祉介護医療事業者による雇用促進事業の対象者の増に伴う補助金の追加とし

て１２５万円を計上いたします。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費。清里診療所支援事業につきましては清

里町の医療を確保するため診療所の運営を支援するもので４千万円を計上いたします。３目各

種医療対策費、国民健康保険事業特別会計繰出事業につきましては国民健康保険事業基金積立

てに係る繰出金といたしまして、３３０万円を計上いたします。次のページをご覧ください。

４目環境衛生費、農業集落排水事業特別会計繰出事業につきましては農業集落排水事業特別会

計の繰越金の確定による繰出額の調整として３５９万２千円の減額となってございます。 

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業振興費。産地パワーアップ補助事業につきまして

はＧＰＳ等の導入支援として４億５００万円を計上いたします。３目畜産業費、酪農農地整備

補助事業につきましては草地として貸し付け中の町有地が滑落したため、改修を行う酪農組合

への補助を行うもので２１０万円を計上いたします。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費。斜里地区消防組合清里分署負担金につきましては、

人事異動、昇格等に伴う人件費の増額と分署長の異動に伴う被服装備品に係る消防組合清里分

署負担金といたしまして、１５１万７千円を計上いたします。 

９款教育費、４項社会教育費、３目生涯学習総合センター費、学習センター創作活動室改修

事業につきましては、学童保育の利用者の増加に伴う活動室の拡張工事請負費といたしまして

１６２万円を計上いたします。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

修繕事業につきましては蒸気ボイラーの修繕としまして１２９万６千円を計上いたします。 

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

明申し上げますので別冊の補正予算に関する説明書をご用意ください。一般会計歳入歳出補正

予算の事項別明細書を第４号。７ページの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きましては説明を省略させていただきますので、御了承いた
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だきたいと存じます。関連により目毎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、２目財産管理費３６５万円及び６目交通安全対策費１３０万

円につきましては、審議資料で説明いたしましたので省略させていただきます。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費１２５万円につきましても審議資料で説

明をいたしましたので省略させていただきます。２目障害者自立支援費４１万８千円につきま

しては障害介護サービス費の基準改正に係るシステム改修に２３万８千円と障害者自立支援給

付費の確定による返納金１８万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。

５目国民年金事務費３５万１千円につきましては国民年金システムの改修に係る委託料を計上

するものでございます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費８０万８千円につきましては児

童手当給付事業８万９千円。子ども子育て支援交付事業７１万９千円、いずれも事業確定に伴

う返納金を計上するものでございます。４項衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、

４千万円。次のページに移りまして各種医療対策費３３０万につきましては、審議資料で説明

いたしましたので省略をさせていただきます。４目環境衛生費３５９万２千円の減額につきま

しても審議資料で説明をいたしましたので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、４億５４８万９千円につきましては既存

のＮＴＴ環境センサーから気象情報環境センサーへの変更を行う委託料に４８万９千円を計上

いたします。また産地パワーアップ事業につきましては先ほど審議資料で説明いたしましたの

で省略をさせていただきます。３目畜産業費２１０万円につきましても審議資料で説明いたし

ましたので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。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費１５１万７千円につきましても審議資料で説明申し上

げましたので省略をさせていただきます。 

９款教育費、１項教育総務費、２目教育諸費８３万円につきましては小学校統廃合による通

学バスの全面見直しに伴い必要となる停留所や駐輪場の整備を行うものでございます。４項社

会教育費、２目生涯教育費、４５万１千円につきましては、学童保育備品としてランドセルロ

ッカーを購入するものでございます。３目生涯学習総合センター費１６２万円につきましては

審議資料で説明を申し上げましたので省略をさせていただきます。次のページをご覧ください。

５項保健体育費、５目学校給食センター費１２９万６千円につきましても審議資料で説明申し

上げましたので省略をさせていただきます。 

それでは歳入についてご説明申し上げます。歳入につきましては総括表でご説明させていた

だきます。５ページにお戻りください。９款地方交付税５千１４７万６千円の増につきまして

は一般財源となってございます。特定財源につきましては、１３款国庫支出金２８万９千円。

１４款道支出金４億５００万円。１８款諸収入２８７万３千円。２０款寄附金１１５万それぞ

れ増額補正するものでございます。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

はい。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 ８ページの保健衛生費の中で地域医療支援の４千万。診療所に今回補助をするという形の中
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で、改めてこの出資をして地域医療を守っていくという観点。これは何年間どういう形でして

いくのか。町長の方から一つ具体的に御説明をいただきたいとこのように思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの地域医療の確保のための支援の関係でございます。この関係についてはもう既に

毎年度２千万円ということで、平成２９年からスタートをしたわけでありますが、支援をして

もなおかつ経営が成り立たないということで、改めて今年の３月に清里クリニックの院長より

申し出があったわけであります。その経過については、既に議員協議会及び産業福祉常任委員

会の中で報告をさせていただいて来たところでございます。 

町としては地域医療を守る町内唯一の診療所であるというようなことを踏まえながら、支援

できる範疇、支援をしながら、その中で頑張っていただくというようなことで取り進めようし、

また斎藤医院長ともお会いしてただ漫然と経営をするんでなくて、しっかりと経営改善を持ち

ながら、一定の方向性を診療所としても出してほしいというような事で進めて来た経過がある

わけであります。そんな経過の中で、斎藤先生との話の中でこの支援については１つの区切り

として、平成３３年度。これを１つの区切りとさせていただきますということで申し上げてお

ります。ですから今回、支援をお願いいたしました４千万の支援金につきましては毎年度４千

万で平成３３年度をもって終了させていただきます。それまでの間に、どういうふうにまたや

っていけるのか。新しい体制を考えていきたいというふうに考えておりますし、その時点でも、

このまま本当に支援が全くなくなっても経営がやっていけるのかどうか、そこら辺もしっかり

と見極めた中での今後３３年に向けた対応をとっ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) 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 基本的な部分は了解をしているわけでありますが、清里の人口が当然減っていく中で診療病

院にかかる患者数も減っていくっていう中では、経営的には大変になって行く。しかし地域医

療きちっと守っていかなければならない。ただその地域医療を守っていく中で、実態として環

境の中で診療として最大限機能を発揮していくために、本当にどこまでの支援が必要になって

いくのか。ある意味では多方面の角度から地域医療を守らなければならないけれどもイコール

そのことが地域診療だけの問題で本当に守っていけるのかどうなのか。ここのクリニックに行

っていても結果的に他の病院へ行って再検査をしてください、精密検査をしてくださいといっ

た場合には国保にも大きな負担もかかってくる。あるいは救急の関係についての実態も現実と

していろんな問題点がある。清里も現実としてクリニックだけでなく、第２次として斜里、あ

るいは小清水のそれぞれの病院等に支援。あるいは網走、北見。こういう環境の中で医療を守

っていく姿勢があるわけですが、本当に将来に渡って、この町民の基本的な医療を守っていく
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形が、本当にこういう形で守り抜いていけるのか。もっと合理的な方法はないんだろうか。い

ろんな角度の中から、是非これは検討重ねていく必要が色んな意味で私はあるいうふうに思う

訳ですが、どの町村も医療に関しては大変です。しかもそれは大変な財政負担を伴っています。

でも限りなくそこに出し続けることが本当にできるのか。費用対効果という医療の部分ではな

いとは思いますが、同時にそのことも勘案していかないと成り立って行かない事態になっては

いかないのかということもある。その辺を踏まえて、今度の医療に対してどのように町長は考

えておられるのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま御指摘をいただきましたように、地域医療これは町民の健康を守る。そういう福祉

の関係からも、医療の関係からもしっかりと確保していただければなというふうに考えており

ます。ただその確保の範疇でありますけれども、こういう地域でありますから、当然人口も減

ってきておりますし、かかる患者さんの数も少ないという中で、経営収支を合わせていくとい

うのはかなり現実問題としては厳しいというふうに我々もとらえております。 

そういう範疇の中で、やはり１次医療のやはり最初ちょっと見てもらえるという医療だけは、

どうしてもその中においても確保していかなければなというふうに考えておりますので、今後

の医療体系の中で、本来であれば２次医療までやるのが１番良いのかもしれませんが、そこま

でということになると、やはり大きな病院として構えが必要になってまいりますので、到底そ

こら辺まではなかなか行き着かないという判断の中で１次医療の体制をしっかりと守っていけ

るそんな思いで、今後とも内容を詰めていきたいというふうに考えている次第でもあります。

以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。他よろしいですか。それではこれで質疑を終わります。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 
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 したがって、議案第４５号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第４号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

●日程第１８  議案第４６号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第１８ 議案第４６号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 ただ今上程されました、議案第４６号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算

第１号について提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は第１条第１項に記載のとおり２千２０６万７千円を追加し、予算の総額を４億

９千１９１万５千円とするものです。第２項につきましては、別冊の補正予算に関する説明書

により後ほど説明いたします。 

今回の補正は、歳入にあっては本年度の介護給付費等の当初申請額確定による国庫支出金支

払基金交付金の増額、道支出金の介護給付費の減額、繰越金の確定であり、歳出にあっては繰

越金に係る保険給付費、地域支援事業費、基金積立金への振り分けと平成２９年度の保険給付

費及び地域支援事業費の確定による、国、道、支払基金の返納等の精算を行うものです。それ

では別冊の平成３０年度補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、薄茶色の表紙、介

護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書をご覧ください。 

歳出からご説明いたします。１３ページ目をお開きください。２款保険給付費、１項介護サ

ービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費は歳入の増額分を今後のサービスの伸びを勘案し、

給付費負担金に５０万円増額するもので財源は記載のとおりであります。同じく２目地域密着

型介護サービス給付費も歳入の増額分を今後のサービスの伸びを勘案し、地域密着型介護サー

ビス給付費負担金に６４５万８千円増額するもので財源は記載のとおりであります。 

３款地域支援事業費、１項介護予防生活支援サービス事業費、１目介護予防生活支援サービ

ス事業費の補正も今後のサービスの伸びを勘案し、審査支払手数料に１万円。訪問型サービス

事業費に２００万円。通所型サービス事業費１００万円。１４ページをお開きください。高額

介護予防サービス費相当事業費に１万円。２目介護予防ケアマネジメント事業費に１０万円を

増額補正するものです。 

４款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金の補正は前年度繰越金の一部を基金に積

立てるものであり、補正額は４１４万８千円です。 

６款諸出資金、１項償還金及び還付金、１目償還金７８４万１千円の補正は平成２９年度介

護給付費及び地域支援事業補助金の確定による精算の結果、超過交付を国、北海道に返納する

ものであり、財源はすべて繰越金です。 

次に、歳入につきましては総括表で説明しますので、１１ページ目にお戻りください。３款

国庫支出金、４款道支出金、５款支払金交付金は特定財源で８款繰越金は一般財源です。以上

で補正予算の説明を終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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４６号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

    ●日程第１９  議案第４７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１９ 議案第４７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２

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今上程されました、議案第４７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１千８９４万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億７

千５５万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ほどご説明申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定及び前年度医療費の確定に伴う負担金等の返納金、平成

３０年度国民健康保険事業納付金の確定に伴う予算調整と国民健康保険事業の運営安定化を図

るため基金積立てにかかる費用について補正を行うものでございます。 

それでは平成３０年度補正予算に関する説明書の１９ページをお開きください。 

歳出よりご説明いたします。３款国民健康保険事業納付金につきましては平成３０年度分の

納付金がすでに確定しておりますので予算の調整を行うものでございます。１項医療給付分、

１目一般被保険者医療給付分で５７万２千円の減額。２目退職被保険者医療給付分で５１万２

千円の減額。２項後期高齢者支援金等分。２目退職被保険者後期高齢者支援金等分で１４万９

千円の減額。３項介護納付金分で１万３千円の増額。国民健康保険事業納付金全体で合計１２

２万円を減額するものでございます。 
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２０ページをお開きください。６款基金積立金、１項積立金、１目基金積立金の３４０万８

千円につきましては、事業運営の安定化を図るため国民健康保険事業基金の積立を行うもので

ございます。 

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金につきましては、前年度の医療費確

定に伴う負担金等の精算により返納金額が確定いたしましたので療養給付費負担金返納金を初

めとする６件の返納金として合計１千６７５万２千円を補正するものでございます。 

歳入につきましては総括表でご説明いたしますので、１７ページをご覧ください。特定財源

であります、繰入金６７３万２千円と一般財源であります繰越金１千２２０万８千円を補正す

るものであり、補正の総額は１千８９４万円でございます。以上提案理由のご説明とさせてい

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。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、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４７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２

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２０  議案第４８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２０、議案第４８号 平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今上程されました、議案第４８号 平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予

算第１号につきまして提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は第１条第１項に記載の

とおり、歳入歳出それぞれ４万３千円を追加し予算の総額を歳入歳出それぞれ７千１２４万９

千円とするものでございます。第１条第２項につきましては、後期高齢者医療特別会計事項別

明細書により後ほどご説明申し上げます。 
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今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い補正を行うものでございます。それでは平成３０

年度補正予算に関する説明書の２２ページをお開きください。 

歳出からご説明いたします。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

事業に要する消耗品として６千円を増額。２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、

保険料負担金として３万７千円を増額。合計４万３千円を増額補正するものでございます。歳

入につきましては上段でお示ししているとおり、一般財源であります繰越金４万３千円を補正

するものでございます。以上を提案理由のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

これで討論を終わります。 

これから、議案第４８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４８号 平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

は原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２１ 議案第４９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２１ 議案第４９号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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４９号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算

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

とおり、歳入歳出それぞれ１３１万７千円を追加し、予算総額を６千３０２万９千円とするも

のです。 

第２項につきましては後程、事項別明細書によりご説明申し上げますが、今回の補正は平成

２９年度の決算処理に伴い繰越金の確定により施設管理にかかる需用費の補正を行うものです。

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

り簡易水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書の２４ページをお開きください。歳出より
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御説明申し上げます。１款総務費、１目一般管理費につきましては、今後の水道施設管理に係

ります修繕料として１３１万７千円を増額するものです。上段、歳入につきましては、４款繰

越金であり補正額は１３１万７千円であり、補正後の繰越金は２８１万７千円となります。以

上で説明終わります。 

 

○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。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４９号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２２  議案第５０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２２ 議案第５０号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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５０号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計補正

予算、第１号につきまして提案理由のご説明申し上げます。 

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３８２万円を追加し、予算総額

を１億１千４６０万９千円とするものです。第２項につきましては、後程事項別明細書により

ご説明申し上げますが、補正の内容は、平成２９年度の決算書に伴い、繰越金の確定による繰

入金の調整措置と施設管理に係る需用費の補正を行うものです。 

それでは歳入歳出補正予算につきまして御説明いたしますので、別冊の説明資料紫色の仕切

り、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算、事項別明細書の２６頁をお開きください。 

歳出より御説明いたします。１款総務費、２目施設管理費につきましては、年数経過により

点検整備が必要される処理機器類の修繕用として３８２万円を増額するものです。３款公債費、

1目利子につきましては、繰越金の増により財源を特定財源から一般財源の振りかえを行うも
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のです。 

上段歳入につきましては、４款繰入金を今回の補正により３５９万２千円減額し、5千７７

０万８千円とし、5款繰越金を７４１万２千円増額し、８９１万２千円とするものです。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。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５０号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５０号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２３ 議案第５１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２３ 議案第５１号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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５１号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算、第

１号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は第１条第１項に記載のと

おり、歳入歳出それぞれ９６４万５千円を追加し、予算の総額を１億５千１４４万８千円とす

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２９年度繰越金の確定に伴う、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２９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３５万５千円の増額は、焼酎販売事務事業費の旅費１５万７千円と

し、施設管理事業費の汚泥処理施設残水給排水用ポンプの取替えで１９万８千円の増額額補正

を行うものであります。 
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２款製造費、1項製造管理費、１目醸造費１９１万２千円の増額は、焼酎醸造事業費で樽の

焼き直し１２１万円の修繕費ともろみ管理用冷却制御盤７０万２千円の備品購入費の増額補正

を行うものであります。 

４款基金積立金、１項基金積立金、１目積立金７３７万８千円の増額は、基金管理運用事業

費で、基金積立の増額補正を行うものです。次に歳入について説明いたしますので、２７ペー

ジにお戻りください。 

歳入につきましては総括で説明いたします。1款財産収入につきましては、今回計上されま

す基金積立金の利息を増額補正するものでございます。3款繰越金につきましては、平成２９

年度繰越金の確定により９６４万４千円を増額補正するものでございます。以上で説明を終わ

ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５１号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第２４ 認定第１号 ～ 日程第３０ 認定第７号 

○議長（田中誠君） 

 ここで、議事の都合上、日程第２４ 認定第１号 平成２９年度清里町一般会計歳入歳出決

算認定についてから、日程第３０ 認定第７号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳

出決算認定についてまで、都合７件を一括議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 審査の方法については、議会先例により提案理由の説明を省略し、議長と監査委員を除く全

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長と監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上審査することに決定しました。 

 ここで、暫時休憩します。 

  

○議長（田中誠君） 

 休憩中に決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選を願います。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

再開 午後 ２時１８分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告いたし

ます。委員長に前中康男君。副委員長に勝又武司君。以上のとおり報告がありました。 

 なお、審査の日程は本日１１日から１４日までの４日間に決定したとの報告がありましたの

で、お知らせしておきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 決算審査特別委員会が終了するまで、休会にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、決算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会とすることに決定しました。 

休会 午後 ２時２０分 
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平成３０年第４回清里町議会定例会会議録（９月１４日） 

 

平成３０年第４回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  伊 藤 忠 之    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  堀 川 哲 男    ７番  加 藤 健 次 

    ３番  河 口   高    ８番  村 島 健 二 

    ４番  前 中 康 男    ９番  田 中   誠 

    ５番  池 下   昇     

 

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

   出席議員は応招議員に同じである。 

  

４．欠席議員は次のとおりである。 

   なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

   なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし   

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   近 藤    博 

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   伊 藤  浩 幸 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    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 
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    焼 酎 醸 造 所 長   清 水  俊 行 

    出 納 室 長   熊 谷  雄 二 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 学 習 課 長   原 田  賢 一 

    農業委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

    監査委員事務局長   溝 口  富 男 

    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。 

   認定第１号～認定第７号 決算審査特別委員会審査報告 

   意見案第 ７号  道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直し、

すべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見

書について 

   意見案第 ８号  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意

見書について 

   発議第  ２号  議員の派遣について 

   発議第  ３号  議員の派遣について 
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                                                       開会 午後 １時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 

これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において４番 前中康男君、５

番 池下 昇君を指名いたします。 

 

●日程第２  認定第１号 ～ 認定第７号（決算審査特別委員会審査報告） 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、認定第１号 平成２９度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第

７号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件を一括

議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長  前中康男君。 

 

○決算審査特別委員長（前中康男君） 

 平成３０年９月１１日、第４回清里町議会定例会において決算審査特別委員会に付託された

平成２９年度清里町一般会計及び特別会計決算認定について、審査の結果次のとおり決定した

ので会議規則第７６条の規定により報告いたします。 

１、審査案件。認定第１号 平成２９年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第７号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで。 

２、審査期日。平成３０年９月１１日・１２日・１４日の３日間。 

３、審査の結果、各会計とも認定すべきと決した。 

４、委員会の意見。平成２９年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算について審査を行っ

た結果、各会計の予算執行は議会の議決の趣旨に沿い概ね適正に執行されたものと認められ

る。健全化判断比率並びに他の財政指標においても健全財政を維持していますが、超高齢化

人口減少社会では、町税等の自主財源も大きな伸びは期待できず、限られた財源の中で限ら

れた財源の中で住民サービスの質の向上を図っていくことがますます重要となっており、さ

まざまな観点から事業の評価見直しを行い、必要な改善を速やかに実施していくことが求め

られています。今回の決算審査特別委員会での意見等を十分に検討され、明年度以降の予算

編成や行政運営に生かされるよう望むものである。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

委員長報告に対する、質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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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、一括採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、これから認定第１号から認定第７号まで一括して採決を行います。この採決は、

起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は認定です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、

起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、認定第１号 平成２９年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第７号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件は

委員長の報告のとおり、認定することに決定しました。 

 

●日程第３  意見案第７号  

○議長（田中誠君） 

 日程第３ 意見案第７号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直し、

すべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書についてを、議題とします。 

 提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会委員長 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 総務文教常任委員会提出の意見案を説明します。議会提出議案をお開きください。議会提出

議案をお開きください。 

道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直し、すべての子どもにゆたか

な学びを保障する高校教育を求める意見書について。本件について地方自治法第９９条の規定

により別紙のとおり意見書を提出するものとする。平成３０年９月１４日提出、清里町議会総

務文教常任委員会委員長 勝又武司。 

次のページをお開きください。前文を省略し記以下の内容を説明します。 

１、道教委が３月に策定したこれからの高校づくりに関する指針は、地域の教育や文化だけ

でなく経済や産業などの地域の衰退につながることから、撤回すること。若しくはこれま

での指針により序列化、高校間格差、地域間格差などの問題点を抜本的に見直したものと

すること。 

２、すべての道内公立高校の学級定員を３０人以下学級に引き下げること。 

３、教育の機会均等と子どもの学習権を保障するため、遠距離通学費等補助制度の５年間の

年限を撤廃するとともに以前より高校が存在しない町村から高校へ通学する子どもたちも

制度の対象とすること。 
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４、地域連携特例校及び農業、水産、看護または福祉に関する学科をおく高校については、

所在市町村をはじめとした地域における具体的取組とその効果を勘案し、５月１日現在の

第１学年の在籍者数が２年連続して１０人を下回った場合も再編整備を行わないこと。 

 

５、障がいのあるなしにかかわらず希望するすべての子どもが地元の高校へ通うことのでき

る後期中等教育を保障するため、地域合同総合高校の設置など豊かな高校教育を実現する

ため検討を進めること。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） 

○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、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第７号 道教委「これからの高校づくりに関する指針」を抜本的に見直

し、すべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書については、原案のと

おり決定されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 ただ今、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４  意見案第８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第４ 意見案第８号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める
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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８号を説明します。議会提出議案をご覧ください。 

意見案第８号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書につ

いて。本件について地方自治法第９９条の規定により別紙のとおり意見書を提出するものとす

る。平成３０年９月１４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、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業木材産業の振興と山村における雇用の安定化

を図るため、森林整備事業及び地産事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。 

２、森林資源の循環利用を通じて林業木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を

十分に踏まえ、森林整備から木材の加工、流通、利用までの一体的な取り組みに対する支

援措置を充実強化すること。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） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 この意見案については、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８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第８号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求め

る意見書については、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 ただ今、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。 
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 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 

 

●日程第５～日程第６  発議第２号～発議第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第５ 発議第２号 議員の派遣についてから日程第６号 発議第３号 議員の派遣につ

いてを議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 この２件については、記載のとおりの内容で議員の派遣をしたいと思いますので、ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。 

 したがって、２件については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

●閉会・閉議宣告 

○議長（田中誠君） 

 これで、本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。 

平成３０年第４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 １時４３分 

 


