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平成３１年第１回清里町議会定例会会議録（３月８日） 

 

 平成３１年第１回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    農 業 委 員 会 長   森 本    宏  

    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 

    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。 

   諮問第 １号  人権擁護委員候補者の推薦について 

   同意第 １号  オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

   承認第 １号  北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止専決処分承認について 

   議案第 １号  町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第 ２号  清里町公園条例の一部を改正する条例 

   議案第 ３号  清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

   議案第 ５号  布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等を定める条例の 

一部を改正する条例 

   議案第 ６号  平成３０年度清里町一般会計補正予算（第７号） 

   議案第 ７号  平成３０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第 ８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４号） 

   議案第 ９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２号） 

   議案第１０号  平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第１１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２号） 

   議案第１２号  平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第 ４号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

   議案第１３号  平成３１年度清里町一般会計予算 

   議案第１４号  平成３１年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第１５号  平成３１年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第１６号  平成３１年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第１７号  平成３１年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第１８号  平成３１年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第１９号  平成３１年度清里町焼酎事業特別会計予算 

   平成３１年度清里町予算編成方針  

   一般質問 
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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３１年第１回清里町議会定例会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定に

より、議長において３番 河口 高君、４番 前中康男君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 本定例会は、平成３１年度当初予算が提案される議会であり、予算編成方針・一般質問・予算審

査・その他一般議案などから判断して、本定例会の会期は、本日より３月１２日までの５日間とす

ることが適当と思います。 

 以上が、議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日から３月１２日までの５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） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から３月１２日までの５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。 

大きな１点目、議員の派遣状況及び会議行事等の出席報告についてであります。(1)オホーツク町
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村議会議長会第９回定期総会が２月７日斜里町で開催され、田中議長が出席しております。記載の

議題が提案され、原案のとおり議決承認されております。（２）一部事務組合の会議等並びに、２ペ

ージの（３）その他の会議行事等について、記載の会議行事等に議長をはじめ、各議員が出席して

おりますのでご報告申し上げます。 

大きな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）議会運営委員会まで２ページから３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。 

大きな３点目、例月現金出納検査の結果について。平成３０年１２月分、平成３１年１月分につ

いて４ページから５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。 

大きな４点目、平成３１年第１回清里町議会定例会説明員等の報告について。６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ます。まず、大きな１の主要事業報告であります。 

１点目の北海道産業貢献賞の受賞についてであります。故人となられました、札鶴ベニヤ株式会

社 前代表取締役社長山本忠顕氏に対し、林産業の発展に大きく貢献されたご功績により、１２月

１８日付をもって北海道産業貢献賞が授与されておりますので、ご報告申上げます。 

次に２点目の社会福祉功労の授与についてであります。本町への高額なご寄付のご功績により、

札幌市に在住の篠田圭子さんに対し、１２月２１日付をもって、清里町顕彰条例に基づく、社会福

祉功労を贈呈致しておりますので、ご報告申し上げますとともに心よりお礼を申し上げます。 

次に３点目の諸問題要請活動についてであります。１２月２１日、北海道議会議員控室において、

高橋文明北海道議会議員に対し、田中町議会議長、石井農協組合長と私とで、所要の要請活動を行

ったものであります。要請項目は、記載の①～⑧の項目であり、各事業の早期採択・早期実施を要

請いたしております。 

次に４点目の斜里地区消防組合議会の結果についてであります。アの平成３０年第３回定例会に

つきましては、１２月２５日、斜里町総合庁舎３階議場で開催されております。付議案件につきま

しては、記載の３件でありまして、いずれも原案通り可決承認がされております。なお、②の一般

会計補正予算（第２回）につきましては、常備消防費に係る人件費及び燃料費について所用の補正

を行ったものであります。③の監査委員選任の同意については、小清水町において監査委員が任期

満了となり、引続き重成一男氏が選任されましたので、同意を求めたものであります。 

イの平成３１年第１回定例会につきましては、２月２８日、斜里町総合庁舎、３階議場で開催さ

れております。付議案件につきましては、記載の７件でありまして、いずれも原案通り可決承認が
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されております。①の専決処分承認につきましては、北海道市町村総合事務組合規約において構成

市町村の適格事項などにより、現行規約の廃止と新たな規約の制定について協議に付すものであり

ますが、届出期日の関係より、専決処分により措置したものであります。２ページをお開きくださ

い。②の長期継続契約の締結に係る条例の制定は、地方自治法の規定に基づき、当該、消防組合構

成町の長期継続契約に関する条例を準拠することにより契約を締結することができるとする条例を

定めたものであります。③の行政手続条例の制定は、行政処分・行政指導及び届け出に関する手続

きに関し、行政運営の公平の確保と透明性の向上を図り、組合住民の権利・利益の保護に資するこ

とを目的に、本条例を制定したものであります。④の火災予防条例の一部を改正する条例は、防火

対象物の消防用設備などの状況を公表できる条項を追加整備したものであります。⑤の一般会計補

正予算第3回につきましては、実行予算による補正であります。⑥の平成３１年度の一般会計予算

につきましては、当初予算であり、予算の総額８億２千９８０万１千円と定めたものであります。 

⑦の公平委員会委員の選任同意につきましては、共同設置をしております、オホーツク町村公平委

員会の3名の委員の内、高畑秀美委員が任期満了となりますので、引き続き委員として選任するこ

とについて同意を求めたものであります。 

次に５点目の斜里郡3町終末処理事業組合議会の結果についてであります。  

アの平成３０年第２回定例会につきましては、１２日２５日、斜里町総合庁舎2階大会議室で開

催されております。付議案件につきましては、記載の３件であり、いずれも原案通り可決承認がさ

れております。②の一般会計補正予算（第１回）につきましては、人事異動に伴う人件費及び修繕

料において所要の補正を行ったものであります。③の監査委員の選任同意につきましては、消防組

合と同様であり、重成一男氏の選任について同意を求めたものであります。 

イの平成３１年第１回定例会につきましては、２月２８日、斜里町総合庁舎、2階大会議室で開

催されております。付議案件につきましては、記載の４件でありまして、いずれも原案通り可決承

認がされております。①の専決処分承認につきましては、消防組合と同様の内容であります。②の

長期継続契約に関する条例の制定につきましても、消防組合と同様の内容であります。③の平成31

年度一般会計予算につきましては、当初予算であり、予算の総額を９千３８５万４千円と定めたも

のであります。④の公平委員会委員の選任同意につきましても、消防組合と同様の内容であり、高

畑氏の選任について同意を求めたものであります。 

 次に６点目の斜網地域周産期医療体制の支援要請活動についてであります。１２月２６日、網走

市・斜里町・小清水町・清里町の1市３町の首長において、北海道大学大学院産婦人科医局の担当

教授に対し、北海道厚生連及び網走厚生病院院長とともに、網走厚生病院への産婦人科医師の継続

派遣を要請したものであります。 

 次に７点目の、第４回ＪＲ釧網本線維持活性化沿線協議会についてであります。１２月２７日、

弟子屈町公民館において開催されており、協議会構成の市町村長及び議長が出席を致しております。 

なお、案件につきましては、記載の釧網本線利活用可能性調査事業の１件でありますが、調査事業

の経過報告と本件に係る意見交換の後、アクションプランの策定経過報告と１２月２４日開催の６

者会談で確認された「ＪＲ北海道に対する地域支援について」ＪＲ北海道及び北海道より報告があ

ったものであります。６者会談で確認された項目は４点であり、１点目は、国と地域は、ＪＲ北海

道に対する地域としての支援に関し、道民理解が得られるよう、引き続き課題について議論を継続

すること、２点目は、地域は維持困難線区を持続的に維持していくための仕組み等について検討を

行う場を設置し、国などの協力を得ながら、平成３３年の法改正も視野に検討・協議を行うこと、
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３点目は、国は、ＪＲ北海道及び地域の関係者の取組みの着実な進展を前提として、平成３３年度

以降の国の支援を継続するため、所要の法律案を国会に提出することを検討すること、４点目は、

地域は、ＪＲ北海道の極めて厳しい経営状況を踏まえ、平成３１年度及び３２年度において、維持

困難線区における定時制や利便性・快適性の向上などの利用促進に資する緊急的かつ臨時的な支援

を行うべく、速やかに議論を行うとするものであります。 

 ８点目のふるさと大使の任命であります。ふるさと大使の岡崎朋美さんの任期が満了となりまし

たので、引き続きふるさと大使として、清里町のＰＲ・宣伝に活躍を頂きたく、１月５日付をもっ

て再任をさせて頂いております。今回で３回目となり、任期は平成３３年１月までの２年間であり

ます。なお任命当日は、清里町の成人式でありましたので、式典にサプライズでの参加を頂き、新

成人に熱いメッセージとエールを送って頂いております。 

次に、３ページをお開きください。 

 ９点目の阿寒摩周国立公園満喫プロジェクト地域協議会についてであります。１月１７日、弟子

屈町社会老人福祉センターで開催されております。内容は記載の３件であり、１点目の協議会設置

要綱の改正につきましては、協議会の構成の団体職名の変更に伴う改正であります。２点目のステ

ップアッププログラム２０２０の改定につきましては、本プロジェクトの中間年評価により、新た

な課題への取組みが生じたことから、本プログラムを改定したものであります。３点目の本プログ

ラムの進捗状況については、事業実施主体ごとに取組の状況と見通しが報告されたものであります。 

 次に、１０点目の気象警報発令に伴う対応についてであります。１月２４日、午前１時３１分に、

大雪・暴風雪警報が発令されましたので、同時刻をもって、災害対策情報連絡室を立ち上げ、職員

の非常備体制と、町民の皆さんへの注意喚起などの対応を行っております。この暴風雪により、各

小学校・中学校・高校・幼稚園は臨時休校、生涯学習総合センターなどのスポーツ・文化施設は休

館、また、２４日に予定されていたそれぞれの行事等は中止または延期、ＪＲ釧網線は終日運行見

合わせになっております。 

 次に、１１点目のＪＲ支援に関する沿線首長会議についてであります。１月３０日、オホーツク

総合振興局にて開催されております。網走市、小清水町、斜里町、清里町の網走側の釧網本線の沿

線首長、オホーツク総合振興局長、北海道総合政策部交通政策局長が出席し、昨年１２月２４日に

開催された、ＪＲ北海道の路線見直し問題について話し合う６者会談で、北海道が提案し確認され

た、平成３１年～３２年の２年間のＪＲ北海道に対する地域における緊急的・臨時的な支援内容に

ついて、具体的な考え方が示され、意見交換を行ったものであります。地域の支援額については、

１年間２億円とし、その内、北海道が７割の１億４千万円、市町村が３割の６千万円とするもので、

且つ、釧網本線の沿線自治体の支援額を９百万円とし、各沿線市町村の支援額は、均等割り、人口

割り、財政割りなどにより算定するとする内容でありました。今後、全道８線区の沿線首長会議の

状況により、具体的な算定結果が示されてくるものと考えております。 

 次に、１２点目の清里町商工振興計画の策定答申についてであります。諮問を致しておりました、

清里町商工振興計画の策定に係る草案について、２月６日に計画策定委員会より答申を頂き、パブ

リックコメントの手続きを了し、最終計画として策定致しましたので、ご報告を申し上げます。 

 なお、計画策定にご尽力を頂きました計画策定委員会委員長はじめ委員各位に改めて、お礼を申

し上げます。 

 次に、１３点目のオホーツク町村会定期総会についてであります。２月１２日、北見市・温根湯・

大江本家にて開催されております。認定事項２件、承認事項１件、議決事項４件、及び報告事項７
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件について審議を了した後、オホーツク総合振興局長、網走開発建設部長、オホーツク教育局長よ

り、当面する課題や問題などについて情報の提供を頂き、意見交換を行っております。  

次に、１４点目の北のハイグレード食品・セレクションの認定についてであります。２月１３日、

札幌市パークホテルにて認定式が開催されております。本制度は、北海道において「北のハイグレ

ード食品」の持っている、オンリーワンの魅力を広くＰＲし、道産食品の販路拡大に繋げるととも

に、道産食品全体の更なる魅力アップを目指すことを目的に、平成２３年度よりスタートしており、

毎年選定発表をしているものでありまして、今年度は１６点選定されております。ちなみに今年度

は９３品目のエントリーがあり、最終審査で１６点が選定され、その１品に、「清里焼酎」が認定さ

れております。 

次に４ページをお開きください。１５点目の緑ダム小水力発電事業に係る送電線工事の進捗要請

活動についてであります。２月２０日、北海道電力・送配電カンパニーにて、本事業、構成市町村

の網走市・大空町・小清水町・斜里町・清里町の各首長において、要請活動を行ったものでありま

して、現在、道営事業で進めております、緑ダムでの小水力発電事業につきましては、発電事業と

並行した送電線工事の進捗が不可欠でありますので、委託事業者であります、北海道電力・配送電

カンパニーでの円滑なる推進について、要請活動を行ったものであります。 

 次に、大きなⅡの主要事業の進捗状況についてであります。 

平成３０年度議決工事の平成３１年３月１日現在の進捗状況であります。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されており、工期通りに完了致しております。 

次に、大きなⅢの主な会議・行事等の報告であります。平成３１年清里消防団出初式であります。

１月４日清里市街及び町民会館で行われております。町内外より多くのご来賓の方々のご臨席を頂

く中、消防団員を始め町民の皆さん８７名の参加を頂き、分列行進の後、式典において無火災表彰、

永年勤続、並びに、功績表彰の授与式が行われ、盛会の内に終了いたしております。 

以上申し上げまして町長の一般行政報告といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（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主な会議行事等の報告であります。１点目、小中
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高一貫ふるさとキャリア教育推進事業地域報告会について、本事業は地域の未来を担う人材を育成

するため町や地域の企業などの支援を受けながら、子供たちのキャリア教育を推進するもので小中

高校が連携し、今年度の取り組みの成果を発表いたしました。今回は清里小学校５年生が本町の主

要農産物であるビートについて、農業を営む保護者の方から指導を受けながら、学校菜園で自ら栽

培し、学習した内容と成果を、清里中学校２年生は町内外の企業などの協力を得て職場体験をした

内容と成果を、清里高校２年生及び３年生は、本町の特産品を使ったふるさとレシピの開発に取り

組んだ内容と成果をそれぞれ児童生徒が発表いたしました。参加者は、児童生徒のほか、教職員保

護者等合わせて１１０名の参加により、行われました。 

２点目、清里町立清里中学校７０周年統合５０周年記念式典について。昭和２２年の開校から７

０周年、昭和４３年の統合から５０周年を迎えた清里中学校の記念式典が１２月１５日清里中学校

において、協賛会の主催により来賓、協賛会役員、保護者及び歴代卒業生合わせて１２５名。この

他全校生徒と教職員の出席のもと開催されました。式典では協賛会、松井雅孝会長による祝辞、学

校長挨拶、ご来賓として櫛引町長、並びに田中町議会議長の祝辞の後、最後に全校生徒による合唱

が披露されました。なお、当日、式典終了後にはプラネットを会場に祝賀会が開催されております。 

３点目冬休み学習サポート教室について。本年度、夏休みに続いて２回目となります児童生徒の

基礎学力の定着と学習習慣の確保及び受験等に向けた学力向上を目指し、冬休み学習サポート教室

が開催されました。期日は、小中学校とも１２月２６日から２８日までの３日間、合計で１７６名

が参加し、各学校の教職員の指導のほか清里高校生４名、道教委派遣の大学生１名がサポーターと

して子供たちの指導にあたりました。 

４点目、平成３１年清里町成人式について。１月５日プラネットにおいて、新成人対象者３８名

のうち３３名の出席のもと開催され、主催者式辞、来賓祝辞の後、新成人が１人づつ二十歳の誓い

を述べました。この後先ほど町長から報告がありましたとおり、ふるさと大使任命式のため来町さ

れていました岡崎朋美さんにご来場いただき、新成人に対して、応援メッセージを送っていただい

たところであります。また終了後には、新成人自ら組織する実行委員会主催による祝賀会がありま

した。次に２ページをご覧ください。 

５点目、清里中学校３年生地域提言発表について。２月２７日清里中学校において総合的な学習

の時間の取組みとして中学生の視点で考えまとめた、清里のまちづくりに関する提言発表が行われ

ました。魅力広がる未来の清里町をテーマとして３年生３７名が８つの班に分かれ発表を行い、町

長よりそれぞれの提言に対して回答するとともに商工会事務局長及び私から全体的な講評を行いま

した。中学生から提言のあった内容は、今後のまちづくりのために、参考とすべく役場各課に周知

をしたところでございます。 

次に、大きな２教育委員会の開催状況であります。平成３１年第１回教育委員会が１月１７日、

第２回が２月２６日に開催され、それぞれ記載の案件について、審議決定されております。 

続いて大きな３、その他の１全道大会の出場結果についてであります。本年１月から３月にかけ

まして、記載の（１）及び３ページの（２）及び（３）（５）（６）（７）記載のとおり本町の小学生、

中学生及び高校生がスケート・バドミントン・珠算・水泳・スキーの各競技におきまして全道大会

に出場しております。また（４）のとおり清里町プライズクラブが北海道青年農業者会議に出場し、

優秀賞を受賞しております。このうち中学校スケート大会におきましては、２年生の林拓真君、３

年生の津田斗真君、同じく３年生の居城真衣さんが全国大会出場権を獲得しております。 

次に４ページをご覧ください。２の全国大会の出場結果についてでございます。（１）第１０回平
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成３０年度全国学校図工美術写真公募展について。公益社団法人日本広告写真家協会が主催する全

国公募展に清里小学校５年生３４名、並びに６年生２５名が応募し、全国からの応募総数３千４０

０点の中から５年生の松崎日和さんの作品が文部科学大臣賞をはじめとする上位６作品に次ぐ審査

委員特別賞９作品の１つに、５年生の新輪莉々子さん並びに６年生の三浦歩菜さんの作品が審査員

特別賞に次ぐ優秀賞８作品のうちの１つにそれぞれ選ばれ受賞をいたしました。このほか清里小学

校から優秀賞に次ぐ奨励賞１３５作品の中の６名に、また奨励賞に次ぐ入選２０１作品の中の７名

にそれぞれ選出されております。なおこのたび、各賞を受賞した作品については、３月２日から１

７日までの期間、東京都目黒区恵比寿ガーデンプレイス内にあります東京都写真美術館にて開催さ

れている第１０回全国学校図工美術写真公募展に展示されているとのことでございます。（２）第３

９回全国中学校スケート大会について。先ほどの全道大会出場結果でも申し上げましたとおり、北

海道予選を突破した３名の生徒が２月２日から５日まで長野市で行われた全国大会に出場いたしま

した。記載のとおり、２年生の林拓磨君が男子３０００メートルと５０００メートル。３年生の津

田斗真君が男子５００メートルと１０００メートルに３年生の居城真衣さんが、女子５００メート

ルと１０００メートルにそれぞれ出場し、このうち林拓磨くんが３０００メートルで決勝進出をい

たしております。 

以上、いずれの競技大会におきましても本町の小中高校生や青年の皆さんが全道大会及び全国大

会において、力いっぱい健闘するとともに全国規模の作品展におきましてもたくさんの入賞作品を

生み出すなど子供たちを初めとする若い世代が活躍をしているところでございます。以上申し上げ

まして教育長一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（質疑なしとの声） 

 

○議長（田中誠君） 

質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６  諮問第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第６、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明 君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

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

申し上げます。 

本件につきましては現在委員をされております畠山英樹氏が平成３１年６月３０日をもって任期

満了となりますので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、引き続き畠山英樹氏を人権擁護
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委員候補者として推薦することについて議会の意見を求めるものでございます。 

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

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

薦をしなければならない。そうした規定でございます。畠山英樹氏は上斜里にお住まいで、満６６

歳の方でございます。人権擁護委員候補者として推薦いたしたく満場でのご同意を賜ります様よろ

しくお願いを申し上げます。 

なお、任期につきましては、平成３１年７月１日から平成３４年６月３０日までの３年間でござ

います。次のページに履歴等を記載いたしておりますのでご参照いただきたいと存じます。以上で

提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                         （質疑なしとの声） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 本件は、議会先例により、討論を省略します。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、諮問第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 賛成の方は起立願います。 

                                 （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

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

決定しました。 

 

●日程第７   同意第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７、同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。副町長 宇野充君。 

 

○副町長（宇野充君） 

 ただ今上程されました、同意第１号、オホーツク町村公平委員会の委員の選任について提案理由

のご説明を申し上げます。オホーツク管内の町村で共同設置をしております、３名の公平委員会委

員のうち高畑秀美氏が３月末日をもって任期満了となりますので、引き続き高畑秀美氏を委員とし

て選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項及びオホーツク町村公平委員会規約第３条第２

項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

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

した規定でございます。また、オホーツク町村公平委員会規約第３条第１項は、委員は関係町村長

及び一部事務組合長が協議により定めた候補について関係町村長が当該関係町村等の議会の同意を
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得たうえ、共同設置団体長たる地方公共団体の長が選任するとした規定でございます。 

高畑秀美氏は、西興部村在住の満６８歳の方でございます。同氏の履歴等詳細につきましては、

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

賜りますようよろしくお願い申し上げます。なお委員の任期は平成３１年４月１日から平成３５年

３月３１日までの４年間でございます。以上で説明を終わります。 

 

○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） 

 本件は、議会先例により、討論を省略します。 

 これから同意第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 賛成の方は起立願います。 

                              （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第１号、オホーツク町村公平委員会委員の選任については、原案のとおり同意

することに決定しました。 

 

●日程第８ 承認第１号 

 

○議長（田中誠君） 

日程第８、承認第１号、北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止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。 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今上程されました、承認第１号 北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止専決処分

承認について御説明をいたします。本件につきましては、地方自治法の定めに基づき専決処分をい

たしましたので、議会に報告しその承認を求めるものでございます。議案書を１枚お開きください。 

今回、専決処分いたしましたのは、記載のとおり北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃

止であり、２月７日付をもって専決処分をさせていただきました。今回の規約の制定並びに廃止に

つきましては、北海道市町村総合事務組合において構成団体等の適格事項等により新たに規約の制



12 

定並びに廃止を図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をいたしますので、審議資料の１ページをご覧ください。

規約の制定並びに廃止の要旨でございますが、地方自治法上複合的一部事務組合であります北海道

市町村総合事務組合に、本来加入のできない団体が加入団体となっておりまして、総務省から早急

に必要な見直しを行うよう当該組合に指摘がありました。 

現行の規約では、行為の法的根拠を欠く状況となっていること、また当該組合に加入できなくな

る団体の事務処理を委託、受託という形で取り扱うことができるようにするために、現行の規約を

廃止し新たに規約を制定するものでございます。合わせまして平成２９年度、３０年度中に構成団

体の名称を変更、解散があったものにつきまして、今回の規約にて変更するものでございます。 

２ページをご覧ください。今回制定廃止となります規約につきまして、規約の比較表によりまし

て、主な変更分を説明させていただきます。第１４条につきましては、他の地方公共団体からの事

務を委託の受託という形で取り扱うことができるように規定を追加するものでございます。 

別表の第１につきましては、石狩振興局管内の項の欄におきまして、北海道市町村職員退職手当

組合、石狩東部広域水道企業団、石狩西部広域水道企業団を削除し、檜山振興局管内の項の欄の江

差町ほか２町学校給食組合を江差町・上ノ国町学校給食組合に、胆振総合振興局管内の西胆振消防

組合を西胆振行政組合にそれぞれ名称を改めますとともに、十勝総合振興局管内の既に解散してお

ります十勝環境複合事務組合を削除するものでございます。なお１２ページの別表第２につきまし

ても同様に関係団体の削除、名称の変更でございます。 

１１ページ中ほどの附則につきましては、第１項で施行期日を定めるもので、第２項につきまし

ては規約を廃止する旨の規定でございます。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

これから質疑を行います。 

                              （質疑なしとの声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 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） 

 質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

これから、承認第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、承認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、承認第１号、北海道市町村総合事務組合規約制定並びに廃止専決処分承認について

は、承認されることに決定されました。 
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●日程第 ９ 議案第１号 

 

○議長（田中誠君） 

日程第９、議案第１号、町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例

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。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１号 町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を

改正する条例につきまして提案理由をご説明申し上げます。本件につきましては本年３月３１日を

もって光岳小学校が閉校することにより、光岳小学校営繕林が町有林に移管され学校営繕林が廃止

されることに伴い、本条例から学校営繕林についての条文及び別表を削除するものでございます。 

内容につきましては、審議資料の新旧対照表によりご説明申し上げますので、審議資料４ページ

をお開きください。表の右側が改正前の条例、左側が改正後の条例となり、下線部が改正箇所とな

ります。 

第１条につきましては、設置の目的であり、学校営繕に関する記述を削除いたします。第２条に

つきましては、第２号で規定する別表第２の山林（以下）「学校営繕林」というを削除し、第３号を

第２号に繰り上げるものでございます。次に第３章で規定する第７条から第１０条までにつきまし

て、学校営繕林に関する情報をすべて削除するものであり、これに伴い第４章を第３章に、第１１

条を第７条に繰り上げるものでございます。 

別表第１につきましては所在覧中、清里町字神威２５７番地の下に清里町札弦町２７８番地を追

加し、面積覧中０．９５の下に１７．８４を追加するとともに、学校営繕林を規定していたしてお

ります。別表第2の全てを削除するものでございます。 

附則につきましては施行の日を定めるもので、平成３１年に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。 

 

○議長（田中誠君） 

これから討論を行います。 

（討論なしとの声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 
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○議長（田中誠君） 

 これから、議案第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

                              （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１号、町有林野基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条

例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１０ 議案第２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１０ 議案第２号 清里町公園条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今上程されました、議案第２号 清里町公園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。議案書を１枚お開きください。 

本件につきましては、清里町公園条例の中にございます、子ども広場につきまして、当該敷地に

ケアハウスきよさとが建設されたことに伴いまして、第２条及び第４条中から関連する子ども広場

の文言を削除するものでございます。 

附則は施行期日を定めるものでございます。なお、審議資料６ページ～７ページに関連する新旧

対照表をつけてございますので、後ほどご覧いただければと思います。以上で提案理由の説明を終

わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 
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 したがって、議案第２号 清里町公園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１１  議案第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 議案第３号 清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今上程されました、議案第３号 清里町個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまし

て提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては、個人情報の保護に関する法律及び行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、本条例の一部を改正するものでござい

ます。それでは別冊の審議資料より御説明いたしますので、審議資料の８ページをご覧ください。

一部改正の条例の要旨につきましては先ほど説明いたしましたが関係する法律の改正に伴う条例の

改正でございます。 

概要の主な改正内容でございますが、大きく分けて３点ございます。 

１つ目（１）ですが個人情報の定義の明確化です。個人情報は、生存する個人の情報に限定され、

また、個人識別符合が含まれるものとして整備されました。個人識別符号とは、顔識別データ等の

ような身体的特徴をあらわす電子データや旅券番号、基礎年金番号等の個人に対して発行された公

的な番号のことでございます。 

２つ目（２）要配慮個人情報の取り扱いについて定めることとし、要配慮個人情報の定義を新設

します。要配慮個人情報は、人種、信条、社会的身分病歴、犯罪等を含む個人情報でその取り扱い

につきまして、原則、本人の同意のない場合は収集を禁止するとともに、個人情報ファイルに有無

を記載することになりました。 

３つ目につきましては、条項ずれ、字句の整理等の整備を行うものでございます。 

それでは新旧対照表によりご説明をいたしますので、次のページ、９ページをご覧ください。な

お、表の左側改正後の条例で説明させていただき、繰下、繰上、追加等の条項ずれにつきましては

説明を省略させていただきます。 

第２条第１項第２項につきましては、個人情報定義を明確化するもので、個人情報は、生存する

個人の情報であってアとして、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等が記載、記録さ

れまたは音声動作等の方法を用いて表された一切の事項、若しくはイの個人識別符号が含まれるも

ので、具体的に提示するものでございます。第３号につきましては、要配慮個人情報の定義の規定

を新設するものでございます。 

１０ページをご覧ください。第８号につきましては、本人の定義の規定を新設し、収集の制限を

規定しております。第４条の改正につきましては、第２条第１項の定義の新設に伴う変更でござい

ます。第５条につきましては、個人情報取扱事務の届出の規定でございまして、１１ページ、第５

項としまして個人情報に要配慮個人情報が含まれるときはその旨と、個人情報を取り扱う事務を開

始するときの届け出事項の規定を追加するものでございます。１１ページから１２ページの第１３

条第１項第２項につきましては、開示しないことができる個人情報につきまして、個人情報の定義

を明確にしたこと等によりまして、開示請求者に以外の特定の個人の識別また権利利益を害するお
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それがあるもの、個人識別符号が含まれるもの等の規定を追加するものでございます。 

１２ページの第３項につきましても、個人情報の定義の明確化に伴うものでございまして、個人

識別符号を除くことによりまして、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないとき

は、開示しなければならない部分開示の規定を追加するものでございます。 

１３ページの附則につきましては施行期日を定めるものでございます。以上で提案理由の説明を

終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                         （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                         （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第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、議案第３号 清里町個人保護条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決され

ました。 

 

●日程第１２  議案第５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第５号 布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等を定める条例

の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただいま上程されました、議案第５号 布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等

を定める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。議案書を１

枚お開きください。 

この条例につきましては平成２４年の第２次地域主権改革一括法による水道法の改正により、各

地方自治体の条例で資格を有するものを定めたものです。 

今回の条例改正は、学校教育法の一部を改正する法律により本年４月から専門職大学が創設され

ることに伴い資格要件の改正を行うものです。 

それでは改正内容につきまして、別冊審議資料の新旧対照表により御説明申し上げます。審議資
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料の１６ページをご覧下さい。改正後の条例によりご説明申し上げます。 

第３条につきましては、第３号に、専門職大学の前期課程を含めるものとし、第８号は、試験選

択科目の統合により水道環境を削除したものです。第４条につきましても、第２号１７ページにな

ります第４号、第５号に専門職大学の前期課程を含めるものとしたものです。１８ページの附則に

つきましては、施行日を平成３１年４月１日として経過措置として条例の施行前に行われた技術士

試験合格者のうちの水道環境選択者を認めるものとしております。 

以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                                                     （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

                                                               （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５号 布設工事監督者が監督業務を行う簡易水道の布設工事等を定める条例

の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１３  議案第 ６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２４ 議案第６号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第７号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、議案第６号 平成３０年度清里町一般会計補正予算第７号について提案

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、歳入歳出として１

億３２３万６千円を減額し、予算の総額を５６億８千８１６万６千円とするものでございます。第

１条第２項につきましては、後程事項別明細書により説明申し上げます。 

第２条の地方債の追加及び変更につきましては、議案書を３枚おめくりください。第２表地方債

補正でありますが、１の追加では中学校冷房設備設置事業の財源につきまして、起債が可能となり

ましたので、地方債補正、中学校冷房設備設置事業債として９６０万円を追加するものでございま

す。２の変更では、各起債の事業費の減に伴いまして、ゴミ運搬車整備事業債を１千２００万から
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１千万円に社会施設資本整備総合交付金事業債を６８０万円から３５０万円に、道路保全事業債を

２千７００万円から２千６００万円に、生涯活動車運行事業債を１千１５０万円から１千万円にそ

れぞれ減額するものでございます。 

それでは,歳入歳出、補正予算の内容についてご説明いたします。今回の補正予算につきましては、

歳入では町税の賦課額確定による補正及び特定財源並びに一般財源の確定による補正と共に各事業

財源及び町債の調整を行うのでございます。 

歳出につきましては、実行予算に基づく事業費の精算、物件費等の不用額の減額、工事費等の確

定による減額、またさらには交付金補助金の確定に伴う増減額を補正するものでございます。なお

特別交付税など、歳入の未確定や今後の執行をする事業の歳入歳出の確定の処理が伴うものにつき

ましては必要に応じ、３月末をもって専決処分の措置をさせていただきますので御理解をいただき

たいと存じます。 

はじめに、今回補正提案させていただく主な事業の内容について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１９ページをご覧ください。 

それでは、補正予算の主な事業についてご説明いたします。補正額内の上段のカッコ内の数字は、

補正後の当該事業の予算総額であり、財源につきましては、資料に記載しておりますので説明を省

略させていただきます。 

一番上段の２款総務費、２項総務管理費、2目財産管理費、老健介護報酬余剰金積立事業につき

ましては、老健の指定管理委託料と介護報酬収入に生じる差額を減債基金に積み立てるもので１千

５００万円の増額するものでございます。同じページ上から３つ目、１８目行政情報システム管理

費、職員用端末機器購入事業につきましては、Ｗｉｎｄｏｗｓ７のサポート終了に伴い職員用のパ

ソコン等を更新するもので３千５３９万1千円を増額補正するものでございます。同じページ下か

ら２つ目、１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、清里高校総合支援対策事業につきましては、

事業実績に伴う各種補助等の減額及び平成３１年４月に清里高校に入学する対象者に対する入学支

度金の所要見込み額の増に伴い、１５０万円を増額補正するものでございます。 

その下、３款民生費、１目社会福祉費、２項障害者自立支援費、障害者生活支援事業につきまし

ては、単価改正及び対象者増により２３０万円を増額補正するのでございます。次のページ、１番

上段の４目老人福祉費、介護老人保健施設きよさと指定管理運営事業につきましては、燃料費単価

の増に伴う委託料の追加分として１５０万円を増額補正するものでございます。 

次のページ一番上段の４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、国民健康保険事業特

別会計繰出金事業につきましては、事業進捗に伴います繰出金の増によるもので１７４万４千円を

増額補正するものございます。 

同じページ一番下段の７款土木費、1項道路橋梁費、2目道路新設改良費、道路新設改良事業に

つきましては道路橋梁の補修整備事業の実績による減といたしまして、１千９９７万６千円を減額

補正するものございます。 

次のページ、上から２つ目９款教育費、３款中学校費、１目学校管理費、清里中学校冷房設備設

置事業につきましては、中学校の各教室等に冷房設備を設置する工事経費といたしまして、２千５

００万円を増額補正するものでございます。 

同じページ、下から２つ目１０款公債費、１項公債費、１目元金、地方債元金償還事業及びその

下の2目利子、地方債利子支払事業につきましては、変動金利償還分の利率見直し等により元金を

１千７００万円の増額補正、利子を８００万円の減額補正するものでございます。 
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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御説明を

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。１２ページをご覧ください。 

歳出により御説明申し上げますが審議資料において、説明申し上げました事業につきましては、

説明を省略させていただき、特異的な事項のみ説明申し上げますので、御了承いただきたいと存じ

ます。また特定財源の内訳につきましても詳細費目が記載されておりますので省略をさせていただ

きます。なお説明につきましては、関連により目ごととさせていただきます。 

２款総務費、1項給与費、1目職員給与費につきましては財源振替を行うものでございます。２

項総務管理費、１目一般管理費につきましては、自動車借上料として１０万円を増額補正するもの

でございます。１３ページをご覧ください。２目財産管理費につきましては、工事請負残額による

金額、また町の振興発展にいただきました寄付金、町有林の皆伐分の基金積立による増額、財政調

整基金の減額など合わせまして３千３９万４千円を減額補正するものでございます。３目施設管理

費につきましては委託事業費の確定により２８万１千円を減額補正するものでございます。５目自

治振興費につきましては、街灯電気料の不足分の増額また次のページの地域活動推進交付金がおお

むね確定いたしましたので、合わせて１６５万７千円を減額補正するものでございます。６目交通

安全対策費から１５ページ１７目職員福利厚生費につきましては、事業完了に伴う不用額及び工事

請負残等にかかる減額でありまして、６目交通安全対策費は２４万２千円、７目防災対策費は１０

８万３千円、８目町有林管理費は３５１万２千円、９目総合庁舎管理費は８８万１千円。次のペー

ジの１７目職員福利厚生費は１４０万２千円をそれぞれ減額補正するものでございます。１８目行

政情報システム管理費につきましては、事業完了に伴う不用額及び審議資料にて説明いたしました

職員用パソコン等購入費合わせて３千３０７万８千円を増額補正するものでございます。１６ペー

ジをご覧ください。３項開発促進費、１目企画振興費につきましては事業費の確定に伴い４３０万

２千円を減額補正するものでございます。４項庭園のまちづくり事業費につきましても、事業費の

確定に伴い、１目ふるさとの森づくり事業費は１３０万８千円、次のページの２目花と緑と交流の

まちづくり事業費は２１６万８千円をそれぞれ減額補正するものでございます。１８ページをご覧

下さい。５項徴税費、１目徴税費及び６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費につきましては、

財源振替を行うものでございます。８項統計調査費、１目各種統計調査費につきましては、負担金

の減額に伴い１万８千円を減額補正するものでございます。１９ページをご覧ください。９項監査

委員費、１目監査委員費につきましては事業費の確定に伴い３０万円を減額補正するものでござい

ます。１０項総合戦略費につきましては、事業実績に伴い各種補助金等を減額するものと２０ペー

ジをご覧ください。審議資料にてご説明いたしました清里高校入学者への入学支度金分と合わせま

して、１千９６３万円を減額補正するものでございます。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費につきましては事業費の確定に伴い、３９３

万４千円を減額補正するものでございます。２１ページをご覧ください。２目障害者自立支援費に

つきましては、審議資料にて説明いたしましたので、省略をさせていただきます。２２ページをご

覧ください。３目福祉サービス事業費につきましては、利用実績による減であり１００万円を減額

補正するものでございます。４目老人福祉費につきましては、介護老人保健施設きよさと運営業務

委託料の増額、ケアハウス整備及び運営に係る工事請負費補助など、事業完了に伴う事業費の確定

による減額、合わせて１千２３２万２千円を減額補正するものでございます。２３ページ。下段を

ご覧ください。５目国民年金事務費につきましては、財源振替を行うものでございます。２４ペー

ジをご覧ください。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費につきましては、需用費の不用額により
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４５４万１千円を減額補正するものでございます。２目保育所費につきましても需用費の不用額に

より、７５２万６千円を減額するものございます。３目子育て支援センター費につきましては財源

振替を行うものでございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費につきましては、需用費の不要額により９１

８万７千円を減額するものでございます。２目予防費につきましては、各種検診及び予防接種等の

実績による減でありまして、６４５万４千円を減額補正するものでございます。３目各種医療対策

費につきましては、後期高齢者医療療養給付費負担金、後期高齢者医療特別会計繰出金の減額及び

先ほど審議資料で説明いたしました国民健康保険事業特別会計繰出金の増額と合わせて４７万２千

円を減額補正するものでございます。２６ページ中程をご覧ください。４目環境衛生費につきまし

ては、需用費の確定による不用額と農業集落排水事業特別会計繰出金の減額であり、合わせて３８

２万３千円を減額補正するものでございます。２７ページをご覧ください。５目保健福祉総合セン

ター費につきましては、電気料の変動による光熱水費の増、事業完了に伴う工事請負費及び委託料

の減、合わせて１２４万７千円を減額補正するものでございます。２項清掃費、１目清掃事業費に

つきましては清掃センター塵芥車購入費の確定により５０万８千円を減額するものでございます。

２８ページをご覧下さい。 

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会につきましては財源振替するものでございます。

２目農業振興費につきましては焼酎事業特別会計繰出金の減により４６万２千円を減額補正するも

のでございます。５目道営整備事業費につきましては、事業費確定に伴う負担金の減により１９５

万２千円を減額補正するものであります。２項林業費、１目林業振興費につきましては、負担金の

減額及び次のページの網走地区森林組合出資金でありまして、合わせて５万１千円を増額補正する

ものでございます。２９ページをご覧ください。 

６款商工費、１項商工費、１目商工費振興費につきましては、それぞれ補助金の実績より合わせ

て４７３万円を減額補正するものでございます。２目観光振興費から３０ページの４目江南パーク

ゴルフ場費までは、事業完了に伴う不要額でありまして２目観光振興費は８７万７千円、３目オー

トキャンプ場費は４４万３千円、４目江南パークゴルフ場費は６万５千円をそれぞれ減額補正する

ものでございます。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費につきましては道路維持パトロール車及び無線機

器購入費の残による減額と河川占用料過年度還付金の増額であり、合わせて２０万円を減額補正す

るものでございます。３１ページをご覧ください。２目道路新設改良費につきましては、審議資料

でご説明いたしますので省略をさせていただきます。２項都市計画費、１目公園費につきましては

工事請負費の残により２１万５千円を減額補正するものでございます。３項住宅費、１目住宅管理

費につきましては、公営住宅事務費の減、及び次のページの修繕料の減とあわせまして２２４万３

千円を減額補正するものでございます。３２ページ下段をご覧ください。２目住宅建設につきまし

ては、公営住宅建設及び改修事業の完了による不要額でありまして、８６７万４千円を減額補正す

るものでございます。 

３３ページをご覧ください。８款消防費、１項消防費、１目消防費につきましては、負担金の減

によるもので１１８万３千円を減額補正するものでございます。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費につきましてはコミュニティスクール推進事業

の減によるもので４８万円を減額補正するものでございます。２目教育諸費につきましても、補助

事業等の確定によるもので２４０万円を減額補正するものでございます。３４ページをご覧下さい。
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２項小学校費、１目学校管理費につきましては、光岳小学校閉校事業の確定に伴う減により、７５

万円を減額補正するものでございます。３項中学校費、１目学校管理費につきましては、冷房設備

設置工事にかかる実施設計委託料の確定に伴う減、工事請負費の増、またグラウンド改修工事完了

による減、合わせて２千２３３万８千円を増額補正するものでございます。３５ページをご覧くだ

さい。４項社会教育費、２目生涯教育費につきましては、各事業費確定に伴う減、大会参加補助の

実績に伴う減などにより、合わせて４０３万３千円を減額補正するものでございます。３目生涯学

習総合センター費につきましては、創作活動室改修工事及び寿大学用のパソコン購入費の不用額ま

た生涯学習活動車運行業務委託の実績に伴う減により、合わせて２２７万８千円を減額補正するも

のでございます。３６ページをご覧ください。４目図書館費につきましては、事務事業費の減、図

書館システム機器更新の完了による減、合わせて３５万９千円を減額補正するものでございます。

５項保健体育費、１目保健体育総務費につきましては、野球場補修工事請負費の残及び事業完了に

伴う減、合わせて４３万５千円を減額補正するものでございます。２目トレーニングセンター費に

つきましては、財源振替するものでございます。４目スキー場管理費につきましては、リフト整備

工事請負費の残により２１万６千円を減額補正するものでございます。３７ページをご覧ください。 

１０款公債費、１項公債費、１目元金及び２目利子につきましては先ほど審議資料にてご説明申

し上げますので、省略させていただきます。 

それでは歳入について総括でご説明いたしますので、１ページにお戻りください。先の審議資料

における説明及び事項別明細書の歳出における特定財源の内訳についても、詳細費目が記載されて

おりますので、総括表にて概要のみご説明申し上げます。補正総額１億３２３万６千円減額の内訳

でございますが、一般財源の補正額は、１款町税、８款地方特例交付金、９款地方交付税、１６款

繰入金のうち財政基金繰入金合わせて２千１９８万８千円の減額でございます。特定財源につきま

しては１１款分担金及び負担金が２３９万４千円の増、１２款使用料及び手数料が３３２万３千円

の減、１３款国庫支出金が１千３３５万９千円の減、１４款道支出金が１千２６万７千円の増、１

５款財産収入が３５６万円の増、１６款繰入金が１億２１７万３千円の減、１８款諸収入が１千８

５８万６千円の増、１９款町債が１８０万円の増、２０款寄附金が１００万円の増であり、合わせ

て８千１２４万８千円の減額補正でございます。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 中学校冷房設備は、委員会で十分な検討した内容がどういう形で表れるか。国からの助成は３分

の１あります。助成があるから実際規模より大きな設備になっているんだろうと思います。必要な

機能の設備なのかということについて、十分検討されているのかと思われますので、実際執行の段

階で、更なる検討いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君) 

 ただいま中学校の冷房の関係でございます。御承知のとおり本事業につきましては文部科学省平

成３０年度の補正事業として実施を行うものでございます。これにつきましては学校の規模、それ

から各教室の選定等、これは交付金の要綱に基づいて実施をしているところでございます。常任委

員会等でも御議論はいただきましたとおり、また御説明いたしましたが、緊急的な事業だったため、

現在まだ実施設計についてすべて完了しているところではございません。当然教室の規模とそれか

ら温度設定等を考慮した上の設計内容となっておりますので、それを踏まえ、実施段階でも適切な

状況で施工をしてまいりたいと考えておりますのでご理解ください。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。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６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                    （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第６号 平成３０年度清里町一般会計補正予算（第７号）は、原案のとおり可

決されました。ここで１１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１１時００分 

 

●日程第１４  議案第 ７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１４ 議案第７号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）を議題

とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 ただ今上程されました、議案第７号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算第２号

について提案理由の説明を行います。今回の補正は第１条第２項に記載のとおり、歳入歳出それぞ

れ３千７２２万４千円を減額し、予算の総額を４億５千４６９万１千円とするものであります。第
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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説明いたします。歳出から説明いたしま

すので、薄茶色の表紙介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書の４３ページをお開きください。 

今回の補正は各介護保険サービスの給付見込みによる保険給付費の減額と地域支援事業費の実績

見込みによる増減、それらに伴い保険給付費等のルールで算出する国庫支出金、道支出金、支払基

金交付金、繰入金等の財源調整を行うものです。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は

財源を国庫支出金から事務費繰入金、第１号被保険者延滞金に４２万８千円を振替えるものです。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費１千１５０万円の減額補

正は、居宅介護サービス給付のこれまでの実績見込みによるものです。４４ページをお開きくださ

い。２目地域密着型介護サービス給付費１００万円の減額補正は、地域密着型介護サービス給付の

実績見込みによるものです。３目施設介護サービス給付費２千万円の減額補正は、施設介護サービ

ス給付費の実績見込みによるものです。４５ページをご覧下さい。２項高額介護サービス等費１目

高額介護サービス等費１３万１千円の減額補正は実績見込みによるものです。４６ページをお開き

ください。４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等費５００万円の減額

補正は実績見込みによるものです。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９０万円の減額補正は、実績見込みによるものです。４７ペ

ージ目をご覧ください。２目介護予防ケアマネジメント事業費１５万５千円の増額補正は、実績見

込みによるものです。２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費は一般財源から保険者機

能強化推進交付金として５９万９千円を財源振替するものです。３項包括的支援事業費、任意事業

費、１目包括的支援事業費１１５万２千円の増額補正は実績見込みによるものです。 

歳入につきましては総括でご説明しますので、３９ページにお戻りください。１款介護保険料が

一般財源で３款国庫支出金から９款諸収入までが、すべて特定財源で歳出補正の財源内訳のとおり

です。なお、この後介護給付費や国庫支出金などの確定に伴う一般会計からの繰り入れなどの増減

が生じた場合につきましては、３月３１日付けで専決処分を行って参りますので御理解いただきた

いと存じます。以上で提案理由の説明とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第 ７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１８号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、
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原案のとおり可決されました。 

  

 

●日程第１５  議案第 ８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１５ 議案第 ８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。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８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４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２項に記載のとおり

歳入歳出それぞれ５千３３５万９千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億１千７４６万

１千円とするものでございます。第１条第２項につきましては別冊の事項別明細書により後ほどご

説明申し上げます。 

今回の補正は歳入において、国民健康保険税及び道支出金繰入金等の見込みまたは確定による調

整。歳出においては、実績による医療費推計、事務費の実績に基づき所要の補正を行うとともに財

源の振替を行うものでございます。また今後の国民健康保険事業運営の安定化を図るため基金積立

金について補正を行うものでございます。 

それでは歳出よりご説明いたしますので、平成３０年度補正予算に関する説明書の５２ページを

お開きください。特定財源の説明につきましては、補正額の財源内訳の下段に記載してございます

ので省略させていただきます。第１款総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費につきましては

事業の実績により、７節賃金から１３節委託料まで合計８０万６千円を減額するものでございます。

２項徴税費、１目賦課徴税費につきましても、実績により９節旅費、１２節役務費で、合計５万１

千円を減額するものでございます。３項運営協議会費、１目運営協議会費につきましても、実績に

より１節報酬、９節旅費で、合計４万８千円を減額するものでございます。５３ページをご覧くだ

さい。２款保険給付費、１項療養諸費につきましては、医療費の給付実績に基づく推計により予算

調整を行うものでございます。１目一般被保険者療養給付費４千４８万２千円を減額、２目退職被

保険者等療養給付費５７５万６千円の減額、３目一般被保険者療養費１３４万６千円の減額、４目

退職被保険者等療養費５万円の減額、５目審査支払手数料１７万８千円の減額、療養諸費合計で４

千７８１万２千円を減額するものでございます。５４ページをお開きください。２項高額療養費に

つきましては、医療費の給付実績に基づく推計により減額措置するものでございます。１目一般被

保険者高額療養費８５７万５千円の減額、２目退職被保険者等高額療養費５０万円の減額、高額療

養費合計９０７万５千円を減額するものでございます。４項出産育児一時金につきましては、事業

の実績により１目出産育児一時金２５２万円の減額、２目支払手数料２千円の減額、合計２５２万

２千円の減額でございます。５項葬祭諸費、１目葬祭費２４万円の減額につきましても、事業の実

績によるものでございます。 

５５ページをご覧ください。３款国民健康保険事業納付金、１項医療給付費分につきましては法

定繰入金の額が確定したことにより一般財源との財源振替を行うもので、予算額の増減はございま

せん。５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費につきましては健
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診受診者数の確定等により８節報償費から１３節委託料で合計１２４万９千円を減額するものでご

ざいます。５６ページをお開きください。２項保健事業費、１目疾病予防費につきましては、事業

実績による減額と予防接種事業負担金として６５歳以上の被保険者に係るインフルエンザワクチン

接種費用の実績により計上するものであり、７節賃金から１９節負担金補助及び交付金合計で４４

万４千円を増額するものでございます。 

６款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金につきましては、平成３０年度の国民健康保

険税の賦課において、賦課対象となる被保険者の皆様の前年の所得が想定よりも上昇したため、北

海道に納入する納付金の必要額を超えたものでございます。歳入歳出の調整を行った結果、決算剰

余金として見込まれる８００万円につきまして、今後の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。 

歳入につきましては総括表でご説明いたしますので、４９ページにお戻り下さい。１款国民健康

保険税、２款使用料及び手数料は一般財源であり、３款道支出金、５款繰入金は特定財源でござい

ます。７款諸収入１０万４千円の増のうち一般財源である延滞金は１４万５千円の増額、返納金は

７万９千円の増額、特定財源であります特定健康診査徴収金は１２万円の減額でございます。歳入

の一般財源は６３５万７千円の増額であり、特定財源は５千９７１万６千円の減額でございます。

合計５千３３５万９千円の減額でございます。 

今後、医療費の確定により北海道の保険給付費等交付金等に変動が生じますので３月末をもちま

して専決処分をさせていただきますことにご理解を賜りたいと存じます。以上提案理由の説明とさ

せていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第８号 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４号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１６  議案第 ９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 議案第９号 平成３０年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議題とし
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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９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９１万４千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７千２１６万３千円とす

るものでございます。第１条第２項につきましては別冊の事項別明細書により後ほどご説明申し上

げます。 

今回の補正は、保険料収入の増加に伴い、後期高齢者医療広域連合に対する納付金を増額すると

ともに事務費の精査による減額を行うため補正を行うものでございます。それでは歳出よりご説明

いたしますので、平成３０年度補正予算に関する説明書の５９ページをお開きください。特定財源

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

きます。 

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

旅費から１３節委託料において合計１２万８千円を減額、２項徴収費、１目徴収費につきましても

事務費の実績により、１１節需用費、１２節役務費において合計３万２千円を減額するものでござ

います。２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険料収入の増加に伴い、保険料負

担金として１２７万６千円を増額、負担金の額確定に伴い、保険基盤安定負担金７万５千円を増額、

事務費負担金２７万７千円の減額をするものでございます。合計１０７万４千円を増額するもので

ございます。 

歳入につきましては、総括表でご説明いたしますので５７ページをお開きください。一般財源で

あります１款後期高齢者医療保険料１２７万７千円の増額。６款諸収入では１項延滞金および過料

１千円の減額、一般財源合計が１２７万６千円の増額となります。特定財源であります４款繰入金

３６万２千円の減額、全体で９１万４千円の増額となるものでございます。 

なお今後後期高齢者医療保険料などの確定により、３月末をもって専決処分させていただきます

ことにご理解を賜りたいと存じます。以上提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第９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９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２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７  議案第１０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１７ 議案第１０号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました議案第１０号、平成３０年度清里町簡易水道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。今回補正につきましては、第１条第１項に記載

のとおり歳入歳出それぞれ８４万１千円を減額し、予算総額をそれぞれ６千２１８万８千円とする

ものです。第２項につきましては、後程事項別明細書によりご説明申し上げます。 

今回の補正は、歳出の公課費や工事請負費等の確定による不用額の減額、及び歳入財源の調整措

置を行うものです。それでは歳入歳出補正予算につきまして御説明をしますので、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６３ページをお開きください。 

歳出についてご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費４０万９千円の

減額につきましては、１３節委託料の請負残と２７節公課費の消費税額確定に伴う減額となってお

ります。２款施設費、１項施設整備費、１目施設整備費７２万９千円の減額につきましては、１５

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

２９万７千円の増額につきましては、今回の補正による一般財源の剰余分を簡易水道施設整備基金

に積み立てる額の調整になっております。 

次に、歳入について御説明をしますので、６１ページにお戻りください。歳入につきましては総

括でご説明いたします。１款使用料及び手数料１００万円の減額は、今年度の収入実績によるもの

です。３款繰入金７３万８千円の減額は、簡易水道施設整備基金となっております。５款諸収入８

９万７千円の増額は道道工事に伴う水道移設管工事補償費の増によるものです。以上で提案理由の

説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 
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                           （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１０号 平成３０年度清里町簡易水道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１８  議案第１１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１８ 議案第１１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２号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第１１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２項につきまして提案理由の御説明を申しあげます。今回の補正につきましては、第１条第１項

に記載のとおり歳入歳出それぞれ３０１万４千円を減額し、予算総額をそれぞれ１億１千１５９万

５千円とするものです。第２項につきまして後程事項別明細書によりご説明申し上げます。 

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

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

説明資料、薄紫色の仕切りの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６７ページを

お開きください。 

歳出についてご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２１３万円の減

額につきましては、人事異動による職員給与費の減額と２７節公課費の消費税額確定による減額と

なっております。２目施設管理費１６万４千円の減額につきましては、１３節委託料の請負残の減

額となっております。２款事業費、１項農業集落排水事業費、１目農業集落排水事業費７２万円の

減額につきましては、１３節委託料の請負残を減額するものであります。特定財源の国庫支出金９

万９千円の減額は、農山漁村整備交付金であり、その他１万５千円の増額は、農業集落排水施設、

分担金の増と雑入である補償費の減によるものです。６８ページをお開き下さい。３款公債費、１

項公債費、２目利子につきましては財源の振替措置となっており、特定財源のその他２６７万２千

円の減額は、一般会計繰入金であります。 

次に歳入についてご説明いたしますので、６５ページにお戻りください。歳入につきましては総

括でご説明いたします。１款分担金及び負担金１３万４千円の増額につきましては、公共桝設置に

かかる農業集落排水施設分担金であり、２款使用料及び使用料２５万８千円の減額につきましては、

今年度の収入実績によるものです。３款道支出金９万９千円の減額につきましては、処理施設機能
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強化事業に係る農山漁村整備交付金であり、４款繰入金につきましては、今回の補正に伴う一般会

計からの繰入金に２６７万２千円の減額となっております。６款諸収入１１万９千円の減額につき

ましては、道道工事に伴う管路施設移設工事費の補償費の減額によるものです。以上、提案理由の

説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１１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２号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１９  議案第１２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１９ 議案第１２号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）を議題と

します。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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１２号 平成３０年度清里町焼酎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７８８万円を減額し、予算の総額を１億３千４８４万６千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、焼酎事業決算見込みによります歳入歳出予算の補正を行うものであります。 

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

事項別明細書の７５ページをお開きください、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の減

額は職員給与費で５９万円の減額、焼酎販売事業費で販売量の減少に伴います酒税等２０６万円の

減額、合わせて２６５万円の減額補正をするものです。特定財源その他４６万２千円の減額は一般

会計繰入金であります。２款製造費、１項製造管理費、１目醸造費の減額は、臨時職員雇用事業費

の社会保険料及び賃金で１２５万円の減額、焼酎醸造事業費で、焼酎製造に関わる消耗品、燃料費、
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光熱水費、修繕料及び手数料として３９８万円を減額し、合わせて５２３万円を減額補正するもの

です。 

次に歳入についてご説明いたしますので、７３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款財産収入で１千６１１万８千円の減額、２款繰入金につきましては、基

金繰入金で８７０万円の増額、特定財源の一般会計繰入金４６万２千円の減額、合わせて８２３万

８千円の減額補正を行うものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

 （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１２号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）は、原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第２０ 議案第４号～日程第２７ 議案第１９号 

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第２０ 議案第４号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例から、日程第２７ 議案第１９号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、都合８件を

一括議題とします。 

 

●日程第２８ 平成３１年度清里町予算編成方針 

○議長（田中誠君） 

 日程第２８ 平成３１年度清里町予算編成方針について、説明を求めます。 

  

○町長（櫛引政明君） 

 ～予算編成方針朗読～ 
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○議長（田中誠君） 

 これより、平成３１年度清里町予算編成方針の説明に対する質疑を行います。 

                             （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

  

○議長（田中誠君） 

 これで、平成３１年度清里町予算編成方針を終わります。 

 ここで、１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４９分 

再開 午後 １時００分 

 

●日程２９ 一般質問  

○議長（田中誠君） 

 日程第２９、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) 

 はい、３番。それでは、通告の順に従い質問いたします。まず振興計画を活かした地域経済の将

来についてであります。１つ目の振興計画が昨年５月より関係各位の人力によって進められました。

今年２月６日、町長に答申されたことは、広報で町民も知っている限りだと思います。ホームペー

ジにも公開され、パブリックコメントが応募されたこと。この結果について、もし解る範囲で説明

いただければと思います。人口減少が続く中、現状分析、清里町の将来への取り組みがまち・ひと・

しごと総合戦略の中で進められてきている。そこで商工振興計画がまとめられ、この計画の策定し

た目的についての所見をお伺いいたします。 

２点目として既に昨年度商工会が策定しました、経営発達支援計画があります。大変重要なこと

が計画の中で書かれておりますが、この計画との連携について伺いたいと思います。商工振興計画

の中に連携っていう言葉の中でありますので、どういう形で連携していくかということをお聞きし

たいと思います。 

３つ目、これも中に十分書かれている内容なんですが、まち・ひと・しごと総合戦略。また、観

光振興計画の中でも交流人口を活かした商工業への展開とあります。この取り組みについて伺いた

いと思います。観光振興計画、まち・ひと・しごとの中で、いろんな形で取り立たされている商工

振興なんですが、具体的にここに踏み切った中では、非常に私共も将来に期待する部分が大変大き

いというのがありますので町長の考え方についてお聞きしたいと思います。以上３点について、ま

ず質問いたします。 
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○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 それではただ今御質問をいただきました、河口議員の１点目の商工振興計画を活かした地域経済

の将来について。そしてさらにその１項目の商工振興計画を策定した経過、目的について。そして

商工会が策定した、経営発達支援計画との連携。そして３点目では、交流人口、観光を生かした商

工業への展開と、この３点についてお答えを申し上げたいと思います。 

まず１点目の商工振興計画を策定の考え方でありますが、本件については町内の商工業について

は本町の経済と雇用を支える重要な役割を果たしておりまして、地域住民の最も身近な買い物の場

として、進展をしてきたところでありますが御案内のように人口が減少し、また車社会による状況

の変化。さらにはネット通販を初めとする買い物行動スタイルの多様化。そして地域全体での購買

力の低下、さらには町外への消費の流出が続いておりまして、極めて厳しい状況下となっていると

いうふうに認識をしているところでございます。なお商工振興計画策定の基礎資料といたしました

住民へのアンケート調査の結果では、町内で購入利用する商品、サービスがあるものの食料品や日

用品など日々の買い物の場としての商店街の利用は少ないというアンケート調査の結果にあります。

また将来における買い物に対する意識として、住民の３分の２は、今は大丈夫だが将来的には買い

物弱者になりそうと、そういう不安を抱いているという結果も出ているところであります。また商

工業者へのアンケートもあわせて行っているところでありまして、商工業者に対するアンケート調

査の結果では、卸小売業の４分の１は、経営がかなり悪いと感じているということでありますし、

近い将来廃業を考えている割合も２割近くを占めております。また後継者の状況を尋ねてみますと、

自分の代で終わる予定という事業者は半数を占めているという、そういうアンケート調査の結果を

得たところであります。なお自分の代で終わる予定と回答した中でも第三者継承について条件が整

えば考えてもいいんだと、そういう人もかなり多くおりますので第三者継承を希望する人、または

町内で働きたいという人が、それらの方々と先ほど申し上げました廃業という部分での結びつきを

しっかりしていくことによって、まだまだ事業の継承に繋がっていける部分があるのかなとそんな

思いをいたしております。 

しかしこうした状況のままでは、各個店が減っていき住民の利用がさらに減少し、買い物弱者が

増えて行くという負の循環に落ちる可能性も十分に認識しておく必要があるというふうに判断をし

ているところであります。このことから持続可能なまちづくりに欠かせない大きな柱の１つであり

ます、商工業の現状を改善し、次代に継承していくために町、商工会、そしてそれぞれの事業者の

間での適切な役割を担いつつ、且つ相互に連携をとりながら目指すべき姿を明らかにし、本町の商

工業の振興に向けて共に取り組んでいくためのビジョン、そして方向性を位置づけるためにこの清

里町商工振興計画を今般策定したという次第でございます。 

次に２点目の商工会が策定をいたしました経営発達支援計画との連携の関係でございます。商工

会においては、町を中心としながら策定した商工振興計画の前に、小規模事業者支援法に基づく経

済産業大臣が認定をし、小規模事業者の需要開拓や経営継承等の課題に対し、それぞれの個店の事

業計画の策定やその着実な実施を事業者にあわせて指導していくといいますか、そういう観点から

経営発達支援計画というのをあわせて策定をいたしております。この計画期間は２０１８年から２
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０２２年までということで、計画の認定を受けておりますので、今回町の商工振興計画とほぼ期間

が重複をしているということもありますので、十分に経営発達支援計画との整合性に留意しながら、

内容的には精査、策定をさせていただいたところであります。 

経営発達計画の具体的な中身というのは地域の経済活動調査に関することだとか、経営分析に関

すること６項目が策定の項目として定められておりまして、それらに対する町としての取り組み関

わりも持ちながら、商工計画との連携、さらには商工振興計画を策定したときのアンケート調査を

用いながら、それぞれ両者の計画の整合性に努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。 

次に３点目の交流人口を生かし、商工業にどういうふうに連携を図っていくのかということの御

質問でございます。町内を訪れる観光の入込客。近年においては増加傾向にありますが、町内の観

光地のポイント。この内容を見てみますとやはり神の子池。それから裏摩周。市街地から離れた景

勝地の入込客が大半を占めておりまして、町内を訪れるその観光客の皆さんは商店街には立ち寄ら

ないで通過していくという傾向が確実に見られる所であります。 

住民に対するアンケート調査を見ましても若い世代や新たな事業者の中には観光客を意識した商

品やサービスの提供に関心を示している方もありますが、割に高齢者と言ったら失礼かもと思いま

すが、高い年代の方々はそこら辺を認識しないという部分がかなりあるようでもございます。また

交流人口と商工業のつながりの関係においては、やはり産業の枠を超えて連携をし合ってお土産品

を売る。また食事や宿泊など、そういうものとの連動性を常に考えながらいかなければ観光客を消

費として取り入れていくことには繋がっていかないんではないかなというふうに思っておりますの

で、やはりそれぞれのお店においても、観光客がお土産があるんだというものを示していただかな

いと、ただ真っ直ぐ通り過ぎていくということもありますんで、やはりそこら辺の整合性、連動性

というものも必要になってくるんではないかなというふうに思っております。日本の総人口は減っ

ておりますし、地域でも人口が減ってきているというような中においては、インバンドを中心とす

る観光客をいかに地元に引き寄せていくかということが一番ではないかというふうに思っておりま

す。 

町の観光振興計画の中でも、やはり観光客の皆さんに知ってもらうと。清里町を知ってもらう来

てもらうと、これが一番の計画に掲げられているわけでありますのでそうした観点のもとに、この

商工業関係についても、知ってもらい、来てもらう。やはり発信、情報を発信して行かなければと。

そんな思いでいるところでございます。それらの連携については、商工業のみならず、観光のみな

らず、やはり多くの産業と全体的に繋がっていきながら、新たなそういう観光資源をさらに生み出

していく、そんな取組みの必要性を強く感じているところでありまして、清里町のブランドづくり

を進めていきたいというふうに考えている次第でもございます。 

以上３点申し上げまして答弁に代えさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 はい。それでは１点目、商工振興計画。２点目の経営発達支援計画。関連する部分が非常に多い

部分になりますので、含めて再質問にさせていただきます。 
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まず観光振興計画の入りなんですが、人口減少が大きな原因ということではありますけども、人

口減少イコール経済の縮小、必ずしも全てがそこにいくのかというと、そうじゃないだろうという

括り。ここの中で経営分析の中が、そういう面ではちょっと的が違うだろうなという気はします。

人口減じゃなくて、ここの地域の経済はどうなっているかっていう数字が一番大事なことなんだろ

うと思っています。この中で一部は小売業、むしろ小売業が増えていますよ。関係する人は増えて

いますよっていう数値が出せる。それで実際は商工業者が非常に苦労しているという、このグラフ

から出ている数字と現実の中で、ちょっと捉え方が違うかなとは思っていますが、それは数字の一

点の部分を切り取ってどうこうというつもりは全くありません。問題はこの商工計画がどうやって

活きた計画に今後これができるかということになると思うんですね。 

それで先になりますが、経営発達支援計画も大変非常に重要な部分が書かれております。むしろ

商工振興計画よりも中身がすごく踏み込んだ言葉になっています。言葉になっているということが

現実だと思います。その中で一部気になるのは成長発展を希望する事業者ということの括り。当然

やる気が無いのに、当然それは当たり前のことなんですが、実際先ほど町長の中で言われました、

町の事業者が今どういう状態になっているのか。特に将来への不安とあきらめムードがかなり多く

なってきています。そこでこの発達支援計画、いろんな計画が出てきますけども、成長発展を希望

するものには考えましょうという計画ですと、なかなか一緒に引っ張って伸びて行くという感覚が

なければ、事業者皆が一緒になって進んでいくということは非常に難しいかなと。 

そんな中で一番重要なことを書かれているのが需用動向調査となっています。色んな所に需要動

向っていう言葉が出てきている。これ物凄く大事なことなんだろうと思います。人口減の中でこの

需要動向と言いながら、今現在２月末で４千８６の人口になってきて、これも当初人口ビジョンの

中で２０２０年が４０３０何名でしたか、清里町が人口ビジョンとして輝けている中で進んできて

いることなんだろうと思いますが、最終的にしたらどういう数字になるかというと、非常に厳しい

人口減になってくるのは、もうまさしく現実の姿であると思います。その中で大事な消費、持続可

能な商店の消費の受け皿をどうつくっていくのかは非常に大事なんだと思います。 

そこでまち・ひと・しごとの中でも、魅力ある商業環境と商店づくりっていうことがあります。

それはどうやってやるのかっていうのは、ここの中でアクションプランが書かれていることなんだ

ろうと思います。アクションプランはどこから手をつけるんだろうかっていう。多くがやっぱり商

工会を中心とした進め方が大事なんだろうと思います。これができていれば、まだまだこの町の状

況は違ったんだろうと思いますけども、現実にこれだけ衰退してきた商店街をどうやってやってい

くかという中でアクションプラン。この中で重点的にまず何から進めていったら良いのかというこ

とが、重要なことになると思います。その中で策定した全部が一斉にできると到底思いませんけど

も、魅力ある商店街と言いながら、やはりやる気のある商店街をどうつくっていくかということに

は、非常に大事な部分だと思いますのでこれを後方支援する方法が大事な部分になると思いますの

で、このアクションプランについて、どういう取り組みが、これはなんとか今年度やっていかなき

ゃいけないよねという部分が非常に大事だと思いますので、その辺のアクションプランについて町

長の考えをお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君) 

 ただいまの商工振興計画の具体的な展開のアクションプランの関係でございますが、アクション

プラン全体では４１項目の計画を立てて、今回取り組みを進めていこうということでありまして、

基本的には、今までも様々な対応、取り組みをしてきたわけでありますが、改めてここに計画とし

て４１項目がまとまってきたということでもあります。我々の気持ちとしては、やはり同時並行的

に全てを進めていきたいという考え方がありますが、特にハードものについては予算的な関係もい

ろいろありますから、やはりどこから手をつけていくかという、そこの考え方が重要になってくる

んだろうというふうに思っているところであります。 

その中でも計画策定の段階で色々委員会の中でも、そこら辺は議論をされてきておりますので、

その中で最も発言と言いますか、希望の多かった部分として、やはりポイントカードだとかキャッ

シュレス化への対応と、さらには空き店舗を活用した賑わいづくり。それから第三者継承に向けた

起業化への支援。新たな店舗への支援と。それから今の時代ですので、ＩＣＴの情報通信のそうい

う活用の促進を、やはり先行して進めていくと。ハード的な部分でいけば、そういうような御意見

等もいただいているということもありますので、ここら辺は、商工会または関係の方々ともじっく

りと内容精査をさせていただきながら対処をしていきたいというふうに考えている次第でもござい

ます。いずれにしろ、せっかくつくっていただいた計画でありますし、やはりこの時期を外すと次

が云々ということもありますので、可能な限り、この計画をしっかりと繋いでいけるようにしてい

きたいなというふうに考えているところでもあります。地域を支え住民を支える清里町の商工会の

将来性をここで確保していかなければという思いで、我々も取り組んでいきたいという考えでおり

ますので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 今いただきました答弁の中で、まずまっ先に国が今進めているキャッシュレスという中の、この

街の中でもポイントカードという部分については、やはり商工会の努力だけで進めることでない。

これはもう真っ先に進めるんだという発信を是非していただく。 

もう１点は従来から空き店舗については、いろんなことで取り沙汰されています。でもまだ１歩

も進んでないのが現状だと思いますので、このポイントカードと空き店舗についてはまっ先に手を

つけていく。ただしソフト面だとかこの辺は、どうしても商工会あるいは事業者がやらなきゃいけ

ないことが十分ありますので、ハード面の部分だけはなんとか早期にやりますから、商工会はこれ

を絶対やって欲しいんだという部分を、是非目に見えるスピード感を持って進んでいっていただき

たいと思っております。 

特に今必要とされる商店街にどうなれるのかということについては、いろんなところの先進地を

見てきている。当事者は物凄く解っている。ただしなかなか一歩踏み込めていない部分がたくさん

あります。その中でやはりポイントカードと空き店舗。これについては行政のバックアップ、後ろ

盾。その代わり、自分たちかどう頑張らなければならないかっていう部分を十分に動かしていただ

きたいと思うんです。なかなか自ら一歩踏み出せるだけの力が見えてこないっていう部分があるん



36 

ですが、それは行政の中で別な形で後ろ盾していただければ、先に進んでいけるんだろうと思う。 

先ほど町長の中に第三者継承、非常に難しい部分もありますが、まず町の中の商店街が元気にな

らなきゃ第三者継承はあり得ないんだろうと思います。実際ここの町小さくても２０００何年でし

たか、３５００人になりますね。このころまでには、しっかりとした商店街をつくり上げるという

こと。 

一番大事な部分は、もう一つは需用動向。これは私もビックデータっていう形で必ずしもそこま

でにはなりませんが、今のポイントカードと同時に、何とか早急に清里町全体の消費の需用動向と

いうのをしっかりとそこで国がいろんな係数で出ています。ネット上でそれを見てもうちの町には

合わないなというのがありますので、これがしっかりと現実の４千の需要動向がしっかりと取れれ

ば、これが将来の物凄い宝になるんだろうと思っていますので、これも含めて、どういう知恵を絞

りながら、この需要動向っていうやつが本当にできたら町の力になるかなと私は思っております。

まっ先にやれるのはポイントカードとＩＣＴでありますけども、その需用動向に何とか踏み込んで

いただきたいという部分も是非検討していただきたいと思うんですが、ここに書かれている、その

ＩＣＴとかその辺の将来についても、需要動向をもとに進んでいくんだろうと思いますが、先の発

展支援計画の中でも何度か出ている需用動向について、町長の考えはどう思っているかちょっとお

聞かせいただければと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 只今の御質問でありますが、まずは先ほど来のアクションプランの関係でありますが、基本的に

先ほども申し上げましたように、ポイントカード。また空き店舗の関係と策定委員会の中でも最も

御要望の多かった、発言の多かった項目を具体的にこれから形にしていきたいということを考えて

おります。特にポイントカードにおきましては、キャッシュレス化と合わせたポイントカードのあ

り方。そしてまた行政や福祉、まちづくりのポイントを、行政としてもバックアップしながらどう

いう展開ができるかという部分も含めて、やっていきたいなというふうに思っているところであり

ます。 

また空き店舗等の関係についても、実際問題として、今現在清里の市街地でも数店舗空き店舗に

なったままになっているというところがあります。店舗の形態をとったままのスタイルになってい

るというところもありますので、これらについては貸される方、借りる方、いろいろあろうかと思

いますが、実際にその店舗をやられる方に対して、いろんな支援策というのも町だけでなく、国だ

とか道だとかそういう部分でもありますので、十分にＰＲをしながら商工会との連携の中で積極的

な展開が図れるように、商工会さんにも少し汗をかいてもらえればなという思いを持っているとこ

ろでございます。 

また第三者継承の関係ですね。町が活性化して賑わいが出てくると、自然的に継承されていくだ

ろうというふうに思いますが、やはりこれだけ冷え込んでくると、なかなかそこら辺の立ち上げが

難しいと。これはもう全くその通りでないかというふうに私も思っております。ただ空き店舗があ

ることも事実でありますので、それをやはり有効に今後活用していくということが必要になってま

いりますので、業種をやめられる方がそのまま置いて朽ち果てていくということでなくて、やはり
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できる限りにおいては経営、継承をしていただけるような、そういう仕組みを商工会さんともあわ

せて、検討させていただければなという思いをいたしております。 

やはり先程も言いましたように、商店街というのは、町の顔でありますから、そこがぽつぽつぽ

つと空き店舗でシャッター街になってきていくということは、本当に寂しい感じをするわけであり

ますので、そこら辺賑わいを求めていきたいというふうに思っているところであります。 

それから需要動向の関係であります。清里町における産業全体の需要動向は実際問題としてどう

なっているんだと。単純に言えば、製造業の需要動向。それから農林水産業の需要動向。そしてそ

れぞれのお店の商工業の需要動向。そのスパンというのは、実際は変わってきていると思います。

昔我々が役場に入った当時には農林水産、そして製造業、べニヤさんを中心とする製造業。そして

商店街というのはほぼ同じくらいのレベルにありました。ところが商店はその当時から見ると半分

以下の動向になっているというふうに、統計の方では出てきておりますけども、果たしてその中で

も小売だとかいろいろありますから、商業の場合は。それの具体的な需要動向というのは、これ本

当に大事なことだし、今後それの人口だとか、また少子高齢化でどんどん年齢が上がってきており

ます。それによっての動向というのは物凄く変わっていくという、そういう内容のものであります

から、１度商工会さんとも十分連携を取りながら、これらの需要動向のあり方について調べてみる。

そういう観点の中で相談をさせてもらい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) 

 先ほどポイントカード、これはあくまでも手段であります。これを導入しても実際そこで買い物

できる構造になっていなければ何も意味のないことで、あくまでもこの手段をどう使っていくかと

いう土台づくりは、先にやっぱり進んでいかなきゃならないことだと同時にこれも１つの起爆剤に

なることは間違いないと思いますので、ぜひこの辺も具体的に早急に進んでいっていただきたいと

思っております。 

需用動向については、非常に大変な作業になるかなとは思いますが、しかしこれは間違いなく将

来の力になるということだけは、ここの町が出来る、本当に力になる、商工の資源として使える形

のデータをやっぱり作っていっていただきたいと思っております。 

それともう一つ、観光に踏み込んでいただくと、先程、知ってもらう・来てもらうと言われてき

ていますが、いざ来てもらった時に、ここからどういうリターンが取れるか。やはりお客さんに来

てもらってということではないんだろうと思います。観光客の受け皿をどうつくっていくかという

ことだろうと思います。 

この商工振興計画のグラフ、２０１６年神の子池、牡鹿の滝、裏摩周、さくらの滝と物凄い入込

数の上昇があって、通過型の方がどこに寄るのかというのは、受け皿としてきよ～るとなっている

のかなと思っております。この観光情報施設が機能しているという理解はしておりますが、あくま

でも通過型であるという中でこれだけ増えた観光入込数が、実際に緑清荘、パパス、緑の湯、この

辺の滞在できる入込数というのは、決して伸びていないというのも現実の姿だと思います。きよ～

るがここで受け皿になっているのは、当然データではっきりしていますが、ここの受け皿が商店街
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とどう関わりあっていくかという工夫も、これから大事な部分だろうと思っておりますので、ぜひ

この辺も商工会ともどもこれだけ増えている観光の受け皿をどうつくっていくかということも是非

早期に検討する内容の中でやっていっていただきたいと思います。今後ある程度の財政出動されて

整備されるということ。ただしそこから、どう観光客からリターンを生むのかという仕組みも同時

につくっていかないとやはり財政支出だけで終わって、ますます衰退する自治体になってしまうと

いうことが一番問題。やはりどうやって稼ぐかとということをぜひ念頭の中に入れながら、さらな

る観光地の開発に取り組んでいただきたいと思っております。 

いろんな形でこの観光振興計画があくまでも計画書で終わらない。真っ直ぐこの商店街から一歩

踏み出していく。生き物になる振興計画に是非していただきたいと思います。 

発達支援計画があります。観光振興計画があります。これで町にきちんとした助成してもらえる。

あるいは他から助成してもらえる仕組みができましたよで終わるんじゃなくて、これがまさしく町

民の中で生きた計画書になってもらうことを、ぜひ望んでおります。 

色々確認させていただきましたけども、この町の経済はどういう形になっていくんだろうか。行

き着くところはなんだろうかと言った時に１つは、地域経済の循環ということが非常に大事だと思

っております。あくまでもここで物を消費して、その消費するものが地元でつくられているという

ことであれば良いんですが、いかんせん、ほとんどの物は他から仕入れて、そして売れるというよ

うな形。そしてここの中、清里町の中で残る部分はどうなるんだろうか。循環する部分ってどうい

うことなんだろうかって考えたときに、この循環を少しでも増やす工夫というのが非常に大事なん

だろうと思います。 

その中で新しいデータの中では、平成２７年内閣官房まち・ひと・しごと創生と書かれた循環マ

ップの概要だとか、循環分析シナリオだとか色々国からの資料があります。その中でやはり地元に

どう残していくかということが重要なことで書かれております。私が地域循環の最初の数字は非常

に衝撃的な数字でした。最近リーサスですね。リーサスのデータを見たときに１月頃出たときに、

一部の聞き取りの部分だけですけども、清里町の産業の部分のデータが全国１７１９市町村の中の

１７１０番目という数字が出たときに、え、ここの町ってこういう位置なんだろうか。そんなこと

ない。これが３月になってから変わっておりますが、少なくとも決して良い数字ではありません。

現在出ている数字は、ここで実際に循環して製造して残っていく部分がどれだけあるんだろうかと

いった時に、決して大きい数字ではない。これも現実であります。この数字をどうしていくかって

ことが、やはりここの町の経済をどういう形でもって行くかということの大きな課題なんだろうと

私は思っております。現実に数字を見ていただいて、循環の数値があって、この中で一番直近が２

０１３年ですから大きな流れとしては、古いと思いますけども、これで地域循環率５９％、これ過

去の２０１０年だとか見ると、非常に清里町は良くなってきています。上がってきているんです。

循環率は上がってきて、これは観光の問題が大きいかなと思っていますけども、ただしそれでも、

全国１７１９市町村の中でどうなんだろうかと言った時に、農業については非常に大きい部分あり

ます。３次産業が１７１９番目の２０１３年で１６８０位という数字になっている。これも現実な

んだろうと思います。決して良い数字ではないのかなと思います。人口比から持っていったときに、

ここの町がどれだけ経済の循環があるのかと言ったときに決して胸を張れるような数字ではないっ

ていうのも事実。しかしこの数字はどうやって解決していくのかということも非常に大事な取り組

みになっていくかなと思っています。循環率について資料をお持ちですから、この数字の中で何か

私の切り口と若干違う部分があるかなと思いますけども、この辺の経済の循環についてどういう考
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えをもたれているかお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 地域経済の循環の関係でありますが、その前に前段にありました観光客の入込の受け皿体制の関

係でございます。基本的に清里町の観光の名所、神の子、裏摩周、またさくらの滝と点在的にぽつ

ぽつぽつとあるわけでありまして、その点を今何とか線に繋げていきたいと。そしてその線を受け

皿を含めた中での面に広げていければということで様々な事業展開をしているところでございまし

て、その中でも、きよ～るがずいぶん頑張っていただいております。きよ～るができる前は、緑清

荘とパパスがその役割を担っていたわけですが、一昨年にきよ～るが立ち上がってからは、立ち寄

りが一番増えてきているという状況になって、統計的にはそういうふうになってきておりますので、

今後ともやはり観光の案内所として、またちょっとしたお休み所。そういう面で、認知されてきて

いるかなというふうな理解をもっているわけでありますから、さらにそれが滞在型につながってい

くような事業行事とつなげていきたい。一昨年もグリーンツーリズムなどの導入をしてきておりま

すから、これらをさらにＪＣＢあたりと連携をとりながら、そういう事業行事との連動を図ってさ

らに受け皿強化をしていきたいという考え方でおりますので、そこらについては理解をいただきた

い。 

また今回のこの商工振興計画、ただ計画をつくったということではなくて、生きた計画として実

態的にそれが地域にきちっと反映のできる計画ということで取り扱いをしっかりしていくようにこ

れらはそれぞれの部署との連携をとっていきたいというふうに考えておりますのでご理解をいただ

きたいと思います。 

それから、地域循環の関係であります。リーサスのデータによりますと清里町は、これ全国の調

査だと思いますが、２０１３年の付加価値の一人当たりの数値が示されております。１次産業は全

国で約１８００の自治体・地域がありますから、その中の１次産業は１６７位です。清里町は非常

に強いと。それから２次産業は、３３３位です。ですからこれも相当強いと。２次産業ですから林

産、べニヤ工場を中心とする工業の評価だろうというふうに思っております。ところが第３次産業

となると１６８０位と１８００しかありませんから、あと1００しか後ろが無いということで、か

なり第３次産業の産業構成が一番弱点になっているというふうに見なければならないかなというふ

うに思っております。それとまた一人当たりの雇用者所得はかなり低い方ですね。その他の所得は

それぞれの事業主と言いますか、そういうところの方々の所得は２１２位ですから、かなり高く位

置していると思います。ただし、雇用者の所得が１４４２位、かなり低くなる。それから経済の流

出の部分ですと、いかに清里町からよそにお金が流れているかという統計があります。民間投資が

極めて低いと。投資のない町。新しい起業が起きにくい町、極端に言ったらそういうことになって

いるみたいでありまして、ここら辺は新しい起業者が清里で企業誘致含めて無いという部分になっ

てくるかなというふうに思っております。基本的な地域経済ですから、基本的な部分でいけば地域

内から地域外にお金の流出を停めなければならないと。これ経済循環ですので、地域内で経済を動

かしていても、それは１００は１００しか動きませんので、そこに１１０、１２０という付加価値

をつけるためには、地域外からの資金の導入をしなければなとこういうことになってまいります。 



40 

そしてそういう部分においては第１次産業、第２次産業が活性化しないと、この地域外からお金

を持ってくるということになかなかなれない。実際小売りの商店街の中は、地元の消費をいかに高

めるかという部分でありますから、これも大きくなれば、近隣の町の消費者が清里へどんどん買い

にいただけるとならば話が変わってまいりますが、通常的な商店街の形成というのは一般的には従

来型でいきますと、その町の生活をする人方の物資の供給のための商店街であります。ただ最近は

大手のお店が出ていますから、そういうお店はまた違う意味での企業的な取り扱いになってくんだ

ろうというふうに思っているところでもあります。 

全体としての清里の人口が減っている。少子高齢化が進んでいる。さらに大手のそういうスーパ

ーなりが近場にできてきて、そちらに吸収されているという中でいけば、やはり経済循環が停滞を

し、縮小しているというのはそういうところに起因をしているんではないのかなというふうに思っ

ております。絶対の対策としては、自分たちのお金はよそに流さない。よそからお金を持ってくる。

そういう経済の仕組みをつくらない限りは、やはり現状のままの姿になってくる。 

そのための１つとして、地元云々と言いながらも、やはり地元の商店街に頑張ってもらって、少

しでも地元消費者とさらによそからの方々をというのは観光とかで来た方に少しでも滞在をして、

清里で消費してもらうという手法を取り入れていく、そういう方向性を皆で考えていかなければな

らないときに来ているのかなというふうに思っているわけであります。そういう中で少しでも地域

経済がプラスの方に循環をしていければというふうに考えているところでありますので、先ほど来

話がありました。観光での入込をいかに地元で滞在をしてもらって地元でお金を落としてもらうか。

こういう手法を皆で考える、そういう時期に来ていると私はついに理解をいた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) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 今、所得部分のその他所得で非常に清里大きいですよと。これはこの所得の部分が、交付税部分

があるから、清里は依存財源が非常に大きいんで、その他が大きいということで、大事な事は地域

外から入ってくる所得は非常にやっぱり少なくて、こちらのほうから働きに行っている方が多いん

だろうと思っています。それは逆にそちらから所得が入るということではプラスであると思います

が、清里で働いて、住む場所がないから他のところに住んで清里に働きに来ている。これは全く流

出の部分になります。これも将来住宅という部分で、どういう施策をするか。上手にこの部分を住

んでもらう工夫というのを大事にしていかなきゃいけないだろうと思います。そして地域外の流出

というのは物すごく大きい。まさしくこれは消費の受け皿にしても、大規模になってきている農業

について、どうしても外に出てきている部分が多くなってきているから、ここに出てくるのは非常

に大きい部分があるんだろうと思います。 

この中でどうやって地元の経済をつくり直すのかという中で一つはどこに注目していくか。でき

ることはなんだろうか。どういうところで手をつけるかということでは、食の部分は大きな部分だ

と。本当に清里町で消費している食材はすべてここの町でつくられている分なんだろうかというと、

そうではない部分がかなり大きい。単純にいうと、給食センターがありますよ、老健・清楽園さん、

ケアハウスここだけでも、この中で使われている食材が地元でどう手を付けるということができな
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いかという。まず、地元で手を付けられることを一つでも増やしていこうという発想がない限りは、

ここの循環の部分を増やしていくことにはならないだろうと思っています。 

この中で経済循環、国の内閣官房まち・ひと・しごと創生に出ている観光あるいは関連企業の付

加価値をどう上げるかっていう部分がやはり地元でどう汗を流すかと、この汗を流した分は当然所

得になる。これを少しでも増やさないと人口とともに、経済は衰退にいくんだろうと。ぜひこの辺

の知恵を何とかつくって、これは皆でつくる。お客さんが来てほしいです、そして買い物してくだ

さいという他力本願的なことじゃなくて、自分たちがどういう生産に取り組んでいくかということ

が非常に大事なのかなと思っておりますので、まさしく消費の質が問われる時代になってきてます

んで、６次産業は簡単なものでありませんけども４０何年の経験を持つこの焼酎工場まさしく６次

化で、同じようなことが商品としてありますが、きよ～るで売っているお土産品が地元でつくられ

ている部分が多くなってきている。でも加工食品をあそこで売っていたんじゃ意味がないんで、地

元でどう関わり合っていくかってことと、同時に他の部分では、町の中でも買える仕組みをやはり

考えていかなきゃいけないのかなと思っています。目標をどう持つかということが非常に大事なこ

とだろうと思います。 

経験と勘と思い込みではだめなんですよ。きちんとしたデータのもとに次の取り組みをしていく

ということが、非常に大事ということが思っておりますし、非常に残念ながら、昨年１２月で店を

閉じられました。どこに問題があるんだろうか。地元が関わっていないということが非常に大きい

のかなと思っております。地元がどういう形で関わってくるってことは非常に大事なことだろうと

思っておりますんで、目標と共に今取り組んでいることが見えること、スピード感が非常に大事な

ことだろうと思います。 

最後に、本日の道新の中で来道者の記事がありました。自家用車の利用、モビュリティをどう作

るかといった時に、２０２０年の法改正のほうに進んで来道者が自家用車使った交通体系の規制緩

和と載っていましたんで、これが本当に将来新しい地域交通の中のどういう形で進んでいくかとい

うところも大事なことだろうと思っています。 

最後町長にまた４年の中の本当に町民とともに動ける、考えていける仕組みをぜひつくっていた

だきたいと思いますんで、将来についてモビュリティを進めていただきたい。これは商工業にとっ

ても非常に大事な部分になっていますので、それを含めて、これからの取り組み、何を優先して取

り組んでいかなきゃいけないのかということと、将来非常に商工業にとってモビュリティが重要な

部分だと思っておりますので、それを含め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) 

 ただいまの御質問でございます。今回の商工振興計画を策定するにあたっては、商工関係者、商

工会多くの皆さんの協力を得た中で計画を策定させていただいたわけです。先ほども申し上げまし

たように計画を計画で終わらせるんでなくて、それを持って現実のものにしていく、生きたものに

してくという考え方で進めていきたいということでございます。 

この４１項目にわたるアクションプランは同時並行的に基本的には進めてまいりますが、これら

についてもやはり予算との関係を踏まえながら最も急がれるものから優先的に進めていきたいとい
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う考え方もありますし、やはりこれには、消費者も商店の方々また商工会を中心とする構成の中で

位置づけを明確にしていかなければ、上滑りに終わってしまうということもありますので、今まで

も連携しながら進めてはきておりますけども、さらに強化をしながら、そういう内容で進めていき

たいというふうに考えているところであります。 

また清里町そのものの経済循環が極めて脆弱なところがあると御指摘のとおりだというふうに思

っております。これを少しでも改善する、活性化するため、やはり新しい経済循環のあり方という

ことが必要になってまいりますので先ほど御指摘がありましたように、事業動向調査等をすぐでき

るかどうかは別にしながら商工会と十分に連携をとって、その需要動向調査等を分析の中から方向

性が必然的に出てくるんだろうと、どこが弱くてどこがということを明確にした中で、ぜひ詰めて

いければなというふうに思っているところであります。 

またこれからの商工振興の中では、今までの器の中だけではなかなか成り立っていかないという

ことは明らかであります。やはりそこによそからの流入、いわゆる観光だとか、交流人口をいかに

取り込みながら、商工活性化をさせていくかということが必要になってこようと思います。知って

もらい来てもらうと、ただ言葉だけでなくて知ってもらうためにはどういうことをしたら良いのか、

来てもらうためにはどういうものを用意したら良いかという受け皿を含めて、建物を建てるとか物

をつくるというのは簡単にはいきませんけど、やはり先ほどありましたように特産品の開発だとか、

新しい食をどうその中で構成をするかとこういうことについて、まだまだ取り組むきっかけが作っ

ていけるだろうというふうに思っておりますので、ある資源を有効に活用できる、例えば水をどう

いうふうにやるかと、この水でも清里の水は蛇口をひねれば水道水がいきなりよそから見れば清里

の水はミネラルが入ってますんで、本当にすばらしい水だというそういうものがありますので、そ

ういうものと清里でいろいろ開発された６次化の特産品、焼酎を含めて、まだまだ開発の余地はあ

ると、みんなで知恵を出していけばまだまだ発展性があるというふうに思っておりますので、そう

いう部分を含めながら全体の構成を図っていきたい。当然滞在していただくための要素を組み立て

ていく行事も、やはりやっていかなければなというふうに思っております。行事を組む中で観光客

の方が清里に滞在して、あちらこちらを見ていくための交通をどうするかと、それこそ地域交通、

先ほどの話なのかなというふうに思います。 

今般道新も出ておりますように、そこらへん緩和の方向性が今回の国土交通省の中の運輸省の方

針で出てまいります。従来の方よりも一般の方々の融通し合っていた部分を正規な形での取り扱い

ができるというような方向に切り替わってきております。人材確保の面もありますけれども、そう

いう部分を含めて、どういうような形での受け入れ体制がとれるか。このへんについても観光協会、

商工会、また関連する産業の方々もおりますんで、十分に検討を加えていきたいというふうに思っ

ているところでもございます。 

いずれにしても、地域の皆さんがやはりこの地域で買い物弱者にならないように、安心して生活

ができる、そういう商店街としての確立のためにこれ商業者だけでないと思っているんです。私は。

商業者は利益を求めてやっているわけですから、誰も買い物に来なくなった段階ではなくなってし

まうわけであります。やはり買い支えるということも町民にとっては、自分たちが弱者にならない

という一番の根幹になるところだと私は思っておりますんで、やはり多くの町民の皆さんにそこら

辺をしっかりと理解をしてもらった上で清里の利便性を考えてもらうということを進めていく必要

があるというふうに思っておりますんで、いろんな機会を通じながら、そうした考え方を申し上げ

ていきたいというふうに考えている次第であります。 



43 

以上申し上げて、長くなりましたが答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 持ち時間を経過いたしましたのでこの辺で。河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 町長のほうから重要なお話をいただきました。町民に理解していただく、これだけで人口減が進

んだ時に、町民に理解してもらう発信をしていかなきゃいけないだろうと思います。自分たちの将

来を考えたときに、行政長自らこの町を支えるために住んでいる皆さんの理解がほしい。ただし、

住んでよかったという部分も同時にやっていかなきゃいけないことだろうと思います。 

今日の新聞に景気後退という記事もありました。景気がなかなか地方まで行き着かないうちに、

もう日本の経済は交代時期に入っていますという、１２月の一般質問の中で伊藤議員から言われま

したＥＰＡ・ＴＰＰの関係で億近い将来の生産高が減退する部分もあります。その中で気候変動で

小麦、ビートについても１５％の減。先ほど１次産業の数値が非常にいいよって言いながら、これ

は楽観できない面が非常に多いと思いますんで、それを踏まえた、今年度スタートの商工振興計画

のこれだけは進んでいく。町民に見える取り組みをしていただきたいと思います。以上で終わらせ

ていただきます。 

  

○議長（田中誠君） 

 これで、河口高君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。 

ここで、２時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時 ４分 

再開 午後 ２時１０分 

 

●議案第４号 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

すでに上程されております、議案第４号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議

題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 すでに上程されております、議案第４号 清里町国民健康保険税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。 

今回の条例改正につきましては、北海道が示す国民健康保険事業納付金の支払いに必要となる保

険税額を確保するための改正を行うものでございます。納付金につきましては、北海道が市町村ご

との所得や医療費の状況により必要な納金額を決定するものですが、国民健康保険の都道府県化開

始時において、納付金を納めるために保険税の急激な上昇が見込まれる市町村については、６年間

の激変緩和措置が適用されており、清里町も対象となってございます。 

激変緩和措置は、毎年度率が減少していくため納付金が上昇することとなりますので、現行の保
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険税賦課額では、納付金の支払いに必要な保険税額に不足が生じるものでございます。実際には所

得の変動に伴う保険税額の増減等もございますが、平成３１年度につきましては、課税額の所得割

について改定を行うこととし、清里町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので、審議資料の１４ページをお開きください。

１４ページは改正の要旨、１５ページには新旧対照表により改正箇所をアンダーラインにより示し

ております。内容につきましては、１４ペ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、国民健康保険事業納付金の支払いに必要な保険税額の確保のため所得割額について改

定を行うものでございます。課税額の改定につきましては、表に記載のとおり所得割額のうち医療

分について現行１００分の５．５を改定後は１００分の６．２とし、１００分の０．７の引き上げ

を行うものでございます。 

１５ページをご覧ください。附則につきましては、第１条で、施行期日第２条で適用区分を定め

るものでございます。以上提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 

●議案第１３号 ～ 議案第１９号 提案説明 

○議長（田中誠君） 

 既に上程されております、議案第１３号 平成３１年度清里町一般会計予算から議案第１９号 

平成３１年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、順次、提案理由の説明を求めます。 

 最初に、議案第１３号 平成３０年度清里町一般会計予算について。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

すでに上程されております、議案第１３号、平成３１年度清里町一般会計予算につきまして提案

理由の説明を申し上げます。 

はじめに平成３１年度清里町予算書により説明いたしますので、予算書を御用意いただきたいと

存じます。５ページの本文にてご説明申し上げます。平成３１年度清里町一般会計予算の総額は第

１条第１項記載のとおり、歳入歳出それぞれ４４億４千８００万円と定めるものでございます。第

１条第２項の第１表歳入歳出予算につきましては、後程審議資料にて詳細を説明申し上げます。第

２条地方債につきましても後ほど説明を申し上げます。第３条一時借入金につきましては、地方自

治法の定めにより、最高額を５億円と定めるものでございます。 

それでは、予算書の１１ページをお開きください。第２表の地方債につきましては、起債の目的

限度額等を定めるものであり、起債件数は臨時財政対策債以下９件、総額２億５千２２０万円とな

ります。 

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

１枚おめくりください。一般会計から焼酎特別会計まで７会計の予算総額は、６０億３千７６１万

１千円であり、前年度当初予算との比較では６億２３５万７千円の減、対前年度比９０．９％にな
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ってございます。 

一般会計につきましては、統一地方選挙に伴います骨格予算となることから、義務的経費を基本

に清里町まち・ひと・しごと総合戦略関連事業や防災対策事業など関係する継続事業や早期措置が

必要な事業を当初予算にて計上させていただいております。 

特別会計につきましては、介護保険事業において特異的な事項はございません。国民健康保険事

業においては、療養給付費の減少見込みによります減。後期高齢者医療においては、広域連合納付

金の増。簡易水道事業においては水道管移設工事完了による減。農業集落排水事業においては、農

業集落排水施設機能強化事業開始による増。焼酎事業においては、人件費等の減少による減などが

主な要因でございます。 

６ページをご覧ください。一般会計の予算歳入を款別に依存財源と自主財源に分けて増減の主な

要因をご説明いたします。地方譲与税から地方特例交付金まで平成３０年度の決算見込額などを勘

案し、それぞれ予算計上を行ってございます。なお自動車取得交付金が、１０月１日に環境性能割

交付金に改正されることに伴い新設しております。まず、依存財源でありますが、中程の地方交付

税につきましては、本町の基本基準財政需要額から町税などの基準財政収入額を控除した額を勘案

し、前年度と同額の２２億７千万円で計上をいたしております。交通安全対策特別交付金につきま

しては、前年度同額の予算計上。国庫支出金につきましては、道路橋梁の改修に伴う補助事業量の

増加により、前年比７千６２４万７千円の増、道支出金につきましてはケアハウス整備の補助事業

終了などに伴いまして、前年度比３千９２８万８千円の減。町債につきましても、ケアハウスや中

学校グランド芝生化などの施設整備の完了に伴い、前年度費４億６千９５０万円減額して、２億５

千２２０万円を計上いたします。 

次に、自主財源でございますが、町税につきましては農業所得やたばこ税の減少見込により、前

年度比６９８万１千円を減額し４億４千４６２万を計上いたします。分担金及び負担金につきまし

ては、保育料負担金の減少見込みなどにより、前年度比８１万４千の減、使用料及び手数料は、ケ

アハウスの通年供与に伴う使用料の増額などにより前年度比１千４３６万２千円の増。財産収入に

つきましては、流木売払収入補正予算扱いにすることにより、前年度比３２０万４千円の減、繰入

金につきましては、子ども子育て基金、ふるさと基金、減債基金、林野基金からの繰入れを合わせ

て１億８千２７６万２千円を計上いたします。繰越金は前年度同額、諸収入につきましては、老健

介護報酬収入の増額見込みにより、前年度比４千２１０万９千円の増でございます。 

７ページをご覧ください。歳出について款別でご説明申し上げます。歳出の主な前年度との増減

要因につきましてご説明いたします。議会費につきましては昨年度とほぼ同額を計上いたしており

ます。総務費につきましては、５千７５１万９千円の減で骨格予算に伴います政策予算事業分の保

留、情報交流施設管理事業を商工費へ移行したことが主な要因でございます。民生費につきまして

は、５億９千７０８万４千円の減でケアハウス整備完了などが主な要因でございます。衛生費につ

きましては、７１４万９千円の減で清掃センターパッカー車整備完了が主な要因でございます。農

林水産業費につきましては、２千６９９万５千円の減で、骨格予算編成に伴います補助事業の保留

分が主な要因でございます。商工費につきましては、３千２２９万円の減で政策予算、イベント補

助、コミット建設資金償還完了に伴う補助金の減額が主な要因でございます。土木費につきまして

は、６千９５８万９千円の増で橋梁長寿命化事業の事業量の増加によるものが主な要因でございま

す。消防費につきましては、８３２万９千円の増で新規職員採用に伴う人件費の増によるものが主

な要因でございます。教育費につきましては、２千２８１万８千円の増で児童、生徒、教員用パソ
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コンの更新が主な要因でございます。公債費につきましては、３千６７９万７千円の増で地方債償

還のピークを迎えるとともに、一部過疎債償還期間を短くしたことが主な要因でございます。 

８ページをご覧ください。町税予算額の比較表でございます。それぞれ税目別に当初予算と収入

見込額との比較を記載しております。表の区分欄、中ほどの比較をご覧ください。表の区分欄、１

番下にございます町税全体の合計額では、当初予算比較において６９８万１千円の減であり、率に

して９８．５％であります。町民税は６００万円の減で９７．３％、固定資産税はほぼ同額、軽自

動車税は１４１万９千円の増で１１２．９％、町たばこ税は２５０万円の減で９１．４％、入湯税

は前年度同額となってございます。 

９ページをご覧下さい。現年度分の個人町民税及び法人町民税の推移でございます。こちらは右

の方にいって収納率合計をご覧ください。収納率は９８．７％で推計しており、その横の欄の当初

予算額においては、合計２億５００万円とし、前年度比６００万円の減であり、率にして９７．２％

であります。下の表、法人町民税については、当初予算額は１千１９０万円であり、前年度同額と

なってございます。 

１０ページをご覧下さい。現年度分の固定資産税では、③の合計前年同額の１億８千２００万円

を計上いたします。下の表、国有資産等所在市町村交付金については前年より１０万円増の４９０

万円を計上いたします。 

１１ページをご覧ください。前年度対比で増減の多いもののみ説明させていただきます。性質別

予算額調べにつきましては、区分の上から３つ目、維持補修費２９．２％につきましては、道路橋

梁の維持補修、施設公営住宅修繕にかかる事業費の減少が主な要因でございます。補助費等９２．

７％につきましては、団体補助が６月補正となることが主な要因でございます。普通建設事業費２

９．７％につきましては、ケアハウス整備事業完了が主な要因でございます。下の段の物件費款別

一覧表につきましては、２つ目旅費８５．７％につきましては、研修旅費ケアハウス事業完了によ

る旅費等の減少が主な要因でございます。中段の委託料１１７．２％につきましては、老健ケアハ

ウスの指定管理料の増額、遠距離通学バスの委託料の増額が主な要因でございます。備品購入費２

０６．７％につきましては、小中学校パソコン更新整備によるものが主な要因でございます。 

次の１２ページから１３ページまでは、町税収入、地方交付税基金残高、地方債残高、地方債の

償還額と借入額の推移をグラフで表示しております。 

それでは一般会計主要政策事業調べについて、１６ページから説明いたします。なお、各事業の

財源内訳につきましては省略をさせていただきます。 

２款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費ふるさと特産品ＰＲ事業につきましては、納税サ

イトを活用し、広くふるさと納税を募集するとともに寄附金の寄附者に対し返礼品として町の特産

品を贈呈し、ＰＲを図るもので７５４万８千円を計上いたします。２目財産管理費、緑清荘管理組

合事業、パパスランド管理運営事業、緑温泉管理運営事業につきましては指定管理による施設管理

運用により施設の特性を活かし、利用者の利便性の向上を図るもので、緑清荘管理組合に１２５万

８千円、パパスランド管理組合に９５２万８千円、緑温泉管理組合に７７１万８千円を計上いたし

ます。１７ページをご覧ください。５目自治振興費、地域活動推進事業につきましては住民主体の

地域づくり支援のため、運営及び事業支援交付金１千３００万円を計上いたします。７目防災対策

費、清里町洪水ハザードマップ作成業務委託事業につきましては、本町の洪水ハザードマップを作

成し、防災対策を図るもので６６０万円を計上いたします。防災用発電機購入事業につきましては、

災害時による停電時の農業集落排水施設の電力を賄う発電機を設置するもので６３６万円を計上い
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たします。１８ページをご覧下さい。８目町有林管理費、町有林管理事業につきましては、町有林

管理計画に基づく計画的な森林整備を進めるもので３８０万円を計上いたします。９目総合庁舎管

理費、総合庁舎維持管理事業につきましては、災害時による停電時に総合庁舎の電力を賄う選挙を

設置する設計を行うもので、３１２万円を計上いたします。１４目町民活動施設費、町民活動施設

管理運営事業につきましては、農産物加工施設等を管理し、技能の習得、健康増進、コミュニティ

形成を促すもので、８８０万５千円を計上いたします。１９ページをご覧ください。１７目職員福

利厚生費、職員健康管理事業につきましては、職員の健康管理措置の強化を図るため、産業医を雇

用するもので３０万円を計上いたします。１８目行政情報システム管理費、光ファイバー移設事業

につきましては、道路拡張等の際に行われる電柱の移設に伴い、強化している光ファイバー敷設を

行うもので、２２０万円を計上いたします。３項開発促進費、１目企画振興費、地域おこし協力隊

事業につきましては、平成３０年度に採用した協力隊の人件費及び活動経費として８３５万７千円

を計上いたします。４項庭園のまちづくり事業費、１目交流のまちづくり事業費、花と緑と交流の

まちづくり事業につきましては、住民協働による花壇植樹等の整備等を行うもので３１４万６千円

を計上いたします。２０ページをご覧ください。６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、戸籍

システム機器更新事業につきましては、システムの安全な運用とセキュリティ対策の確保を図るた

め、戸籍システム機器の更新を図るもので１千５９１万９千円を計上いたします。１０項総合セン

ター費、１目総合戦略事業費、出産祝金支給事業につきましては、誕生を祝い経済軽減負担を図る

もので１５０万６千円を計上いたします。乳幼児紙オムツ用ごみ袋支給事業つきましては、紙おむ

つ用ごみ袋を支給し、子育て家庭の軽減等を図るもので、１７万４千円を計上いたします。子育て

支援保育料補助事業につきましては、第２子以降の子どもの幼稚園、保育所に係る保育料の一部を

補助するもので６１９万円を計上いたします。不妊治療助成事業につきましては、不妊治療に要す

る経済的負担の軽減を図るもので６６万円を計上いたします。２１ページをご覧ください。子育て

支援医療扶助事業につきましては、子育て世代の医療負担を軽減するため、１８歳以下の入院通院

にかかる自己負担を助成するもので、１千８４４万９千円を計上いたします。新生児聴覚検査事業

につきましては、新生児の聴覚障害の早期発見早期治療を図るため、新生児聴覚検査に要する費用

を助成するもので１３万２千円を計上いたします。安心出産支援事業につきましては、町外の医療

機関への妊婦健康診査受診に要する交通費の一部を助成するもので６２万８千円を計上いたします。

移住定住促進事業につきましては、移住定住及び交流人口の拡大に向け、移住体験住宅と空き家情

報整理等を行うもので２００万円を計上いたします。２２ページをご覧下さい。福祉医療従事者人

材確保事業につきましては、町内で福祉医療事業を行う事業者の従業員を確保するため支援を行う

もので、９６万円を計上いたします。日本で最も美しい村事業につきましては、日本で最も美しい

村連合や加盟自治体、企業などと連携しながら交流人口の増加や経済効果を図るもので、２０４万

１千円を計上いたします。妊婦の歯科検診事業につきましては、妊婦の口腔衛生の状態を良好に保

つことにより胎児の健全な発育を図るためのもので１５万６千円を計上いたします。教育支援員配

置事業につきましては、子育て支援の充実を図るための教育専門員の継続配置と学校において学習

支援を行う学習支援の配置と合わせて５６４万３千円を計上いたします。２３ページをご覧下さい。

特別支援教育支援員配置事業につきましては支援を要する児童生徒への指導の充実のため、教育指

導の支援員を配置するもので１千２４８万８千円を計上いたします。外国人高校招聘事業につきま

しては、姉妹都市ニュージーランドモトエカ町より講師を招聘し、英語指導と国際理解教育の充実

を図るもので、３９９万８千円を計上いたします。外国人英語指導業務委託事業につきましては、
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未就学児から高校生に至るまで本町の子供に対する国際理解の推進、英語力の向上図るもので４７

５万２千円を計上いたします。清里高等学校総合支援対策事業につきましては、清里高校の教育活

動に各種支援を行うもので、２千９９万４千円を計上いたします。２４ページをご覧ください。学

校給食費補助事業につきましては、保護者の経済的負担の経費を図り、子育て支援及び食育活動を

促進するため、給食費相当額を補助するもので１千７８０万円を計上いたします。高校生海外派遣

研修事業につきましては、友好都市でありますモトエカ町に清里高校１年生を派遣するための１千

６６８万６千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、社会福祉協議会補助事業につきましては、

社会福祉の振興を促進するため、交付要綱に基づき、人件費の補助を行うもので１千６０３万９千

円を計上いたします。福祉医療従事者人材確保支援事業につきましては、町内で福祉医療事業を行

う事業者が従事者を確保するため、奨学金の貸付や支度金等の給付に補助を行うもので、３５５万

円を計上いたします。難病者等通院交通費支援事業につきましては、障害者や特定疾患者の負担軽

減を図るため、通院通所に対する交通費の助成を行うもので、２４０万円を計上いたします。２５

ページをご覧ください。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、障害者の自

立を促し、総合的な支援、認定および給付などを行うもので、１億３千２６５万２千円を計上いた

します。３目福祉サービス費、福祉サービス事業につきましては、高齢者、障害者、難病者に対し、

各種在宅生活支援を行い、福祉サービスの向上を図るもので５１８万８千円を計上いたします。福

祉入浴事業経費補助事業につきましては、町内３箇所の温泉施設入浴券に係る事業の２分の１を、

温泉施設に補助するもので１３６万４千円を計上いたします。２６ページをご覧下さい。４目老人

福祉費、介護老人保健施設きよさと運営事業につきましては、社会福祉協議会に老健きよさと指定

管理者として施設の運営を委託し、高齢者福祉の増進を図るもので３億４千３８８万円を計上いた

します。ケアハウスきよさと運営事業につきましては、社会福祉協議会に軽費老人ホーム指定管理

者として施設の運営を委託し、高齢者福祉の増資を図るもので８千２８０万４千円を計上いたしま

す。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、子ども子育て支援事業計画策定事業につきましては、

第２期の策定計画にあたり、本町の子育て支援の指針となる計画を策定するもので３０６万２千円

を計上いたします。２目保育所費、清里保育所冷房設備設置事業につきましては、入所時の夏季の

熱中症対策として遊戯室にエアコンを設置し、保育環境の充実を図るもので６７万４千円を計上い

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、清里町医療関係団体等調査研究支援事業に

つきましては、昨年度から５カ年の予定で実施される慶應義塾大学医学部公衆衛生学研究会の公衆

衛生学研究事業に対し、調査団の滞在期間中の経費の一部を示すもので６３万６千円を計上いたし

ます。２７ページをご覧下さい。２４時間電話健康相談サービス事業につきましては、応急措置な

どの相談に医師や看護師が２４時間電話で助言することにより安易な救急要請を抑制するとともに、

町民の健康と安心、安全な生活を確保するもので、１０９万９千円を計上いたします。救急医療体

制づくり事業につきましては、救急医療体制整備のため、近隣医療機関との協力体制を確立するも

ので２９０万円を計上いたします。斜網地域周産期医療支援事業につきましては、斜網地域の唯一

の分娩を取り扱う病院である網走厚生病院の周産期医療体制を安定的に維持確保するための負担金

として１５４万３千円を計上いたします。清里町診療所の支援事業につきましては、本町の地域医

療の確保を図るため、診療所の運営に支援を行うもので６千万円を計上いたします。２目予防費、

各種検診事業につきましては、特定健康診査と各種検診、脳ドック検診の実施により疾病の早期発
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見、早期治療を図るもので１千３万２千円を計上いたします。２８ページをご覧下さい。予防接種

事業につきましては、乳幼児から高齢者までの定期任意予防接種費用に対する経費として１千６０

５万円を計上いたします。５目保健福祉総合センター費、老人保健施設冷房設備新設事業につきま

しては、老健の２階の居室に冷房設備を整えるため、２３０万円を計上いたします。２項清掃費、

１目清掃事業費、ゴミ処理事業委託事業につきましては、ごみの収集処理業務の委託により、快適

な生活環境を図り資源のリサイクルを行うもので５千１４３万３千円を計上いたします。２９ペー

ジをご覧ください。 

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費気象情報システム管理事業につきましては、新

たな気象情報サービスを整備し、農業者に周知することができるもので９９万３千円を計上いたし

ます。３目畜産業費、草地追肥事業につきましては、追肥管理業務を委託し、適切な牧場管理を行

うもので、１６７万７千円を計上いたします。５目道営整備事業費、多面的機能支払交付金事業に

つきましては、地域協働による農地農業用水路などの保全管理に係る取り組みに支援するもので、

１億１千３２６万２千円を計上いたします。３０ページをご覧ください。地域用水環境整備事業に

つきましては、緑ダムの落差を利用した水力発電事業への負担金等としまして、２千４６４万３千

円を計上いたします。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、商工振興事業につきましては、商工会に対する運営

補助、コミュニティセンター維持費補助としまして１千８１７万３千円を計上いたします。中小企

業融資貸付制度事業につきましては、各事業所等に貸付利息の一部及び保証協会保証料の補助を実

施し、安定した事業経営を支援するもので４３５万円を計上いたします。２項観光振興費、情報交

流施設管理事業につきましては、情報交流施設きよ～るの管理運営を委託し、観光案内移住定住の

情報発信、町民のふれあいの場を提供するもので、１千４６万９千円を計上いたします。３１ペー

ジをご覧下さい。観光振興事業につきましては、ウエブを活用した情報発信、周遊観光を促す場を

展開するもので、１０２万１千円を計上いたします。観光地整備事業につきましては、観光地整備

基本計画に示された神の子池・さくらの滝の整備について調査、測量、設計を行うもので８３４万

円を計上いたします。観光協会補助事業につきましては、観光協会の運営及び各種観光振興事業を

補助するもので１千１０６万１千円を計上いたします。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、道路等整備事業につきましては町道等の補修事

業を実施するための経費と道路橋梁及び河川指定管理業務に係る経費であり、１億３千２６５万１

千円を計上いたします。３２ページをご覧下さい。２目道路新設改良費、道路新設改良事業につき

ましては国の交付金事業を活用して、道路、橋梁の整備保全を進め、交通基盤の確立と長寿命化を

図るもので、２億５４５万８千円を計上いたします。２項都市計画費、１目公園費、公園等整備管

理事業につきましては、町内各公園、緑地の管理経費として７０３万２千円を計上いたします。３

項住宅費、２目住宅管理費、公営住宅改修事業につきましては、公営住宅長寿命化計画に基づき、

計画的な住環境づくりを整備するもので、１千５６３万円を計上いたします。 

３３ページをご覧ください。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、コミュニティス

クール推進事業につきましては、学校運営協議会設置し、子供たちを取り巻く環境の充実と地域の

活性化を図るもので、２３１万２千円を計上いたします。２目教育諸費、遠距離通学バス業務委託

事業につきましては、４月より小学校が１校になることに伴い、通学バスの全面見直しを町内全域

にわたり遠距離通学する児童生徒の交通手段を確保するもので、６千８００万７千円を計上いたし

ます。２項小学校費、１目学校管理費、清里小学校体育館吊り物耐震化事業につきましては、清里
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小学校体育館バスケットゴールの耐震補強工事により、災害時等における落下を防ぐものであり、

２２３万円を計上いたします。２項小学校費、２目教育振興費及び３項中学校費２目教育振興費、

清里小学校児童・教師用パソコン更新及び清里中学校生徒・教師用更新事業につきましては、現在

使用しているパソコンのＯＳサポートが終了するため、パソコンの更新整備を行うもので、小学校

２千６７９万３千円、中学校２千６１万１千円を計上いたします。３４ページをご覧ください。４

項社会教育費、１目社会教育総務費、スポーツ文化施設管理事業につきましては、図書館及び各体

育施設の管理を清里町スポーツ文化施設管理協会に業務委託し、効率的な管理運営と住民サービス

の向上を図るもので３千６１０万６千円を計上いたします。２目生涯教育費、プラネットステージ

公演事業につきましては、町民に芸術文化の鑑賞機会を提供するもので３００万円を計上いたしま

す。５項保健体育費、１目保健体育総務費、武道館、弓道場防護フェンス設置事業につきましては、

弓道場に防護フェンスを設置し、利用者の安全確保を図るもので、３５５万円を計上いたします。

斜里岳ロードレース大会実行委員会補助事業につきましては、マラソン大会を通じて町民の健康増

進や町のＰＲによるスポーツ振興を図るもので、３６０万円を計上いたします。 

３５ページから３７ページまでは、ただ今説明いたしました事業の概要説明となっておりますの

で、ご参照いただきたいと思います。３８ページ、３９ページは、指定管理施設の予算額及び主要

施設の維持管理経費となっておりますのでご参照ください。 

４０ページをご覧ください。一般会計から特別会計の繰出金についてのご説明を申し上げます。

介護保険事業につきましては、介護給付全体の１２．５％が町の負担であり、合計６千９５８万５

千円を計上いたします。国民健康保険事業につきましては、法定ルールに基づき、合計３千５８８

万８千円を計上いたします。後期高齢者医療につきましても法定ルールに基づき、合計２千２９５

万２千円を計上いたします。簡易水道事業につきましては、施設整備に伴う地方債償還にかかる公

債費分として合計３３７万８千円を計上いたします。農業集落排水事業につきましては、地方債償

還に係る公債費分、機能強化実施設計分、計５千６５９万円を計上いたします。焼酎事業につきま

しては一般職員人件費、施設維持補修費等１千７３２万２千円を計上いたします。 

それでは予算書の説明を申し上げます。予算書につきましては、歳出よりご説明申し上げますが、

審議資料の説明において、主要施策や繰出金などについて御説明申し上げましたので、予算の増減

の大きいもの及び特異的事項のみご説明申し上げます。予算書の３５ページをご覧ください。特定

財源の内訳につきましては下段の詳細費目が記載されておりますので、省略をさせていただきます。

また、歳出につきましては説明欄に、事業ごとの予算総額及び内訳を記載されております。各節の

金額はそれぞれ事業内訳の合計となりますので、御承知おきください。慣例により目ごとの説明と

させていただきます。 

１款議会費、１目議会費につきましては４９万６千円の減でありまして視察研修事業の減が主な

要因でございます。 

３６ページをご覧下さい。２款総務費、１項給与費、１目職員給与費につきましては後ほど給与

明細書にてご説明申し上げます。３７ページ下段、２項総務管理費、１目一般管理費につきまして

は、３５４万６千円の減で、清里町１２０周年開町７５周年記念事業の完了による減が主な要因で

ございます。４０ページ下段、２目財産管理費につきましては９９６万９千円の減で、緑清荘施設

改修工事の完了による減が主な要因としてございます。４２ページ下段、３目地籍管理費につきま

しては、特異的事項はございません。４３ページをご覧下さい。４目広報費につきましては、２２

１万円の減で、ホームページサイト更新の完了による減が主な要因でございます。５目自治振興費
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及び４４ページ下段の６目交通安全対策費につきましては特異的事項はございません。４５ページ

をご覧下さい。７目防災対策費、８目町有林管理費、また４６ページ下段の９目総合庁舎管理費に

つきましては、先ほど主要施策でご説明申し上げましたので省略させていただきます。４７ページ

下段をご覧ください。１０目町民会館費につきましては１５４万円の減で暖房配管の修繕完了が主

な要因でございます。４８ページをご覧ください。１１目支所及び出張所費につきましては、３０

６万４千円の増で、人件費が再任用職員から臨時職員になったことが主な要因でございます。１２

目札弦センター費につきましては４９万２千円の増で、特殊建設物定期報告書作成業務委託による

ものが主な要因でございます。４９ページ、１３目緑センター費につきましては、１３１万２千円

の減で、緑センター煙突塗装工事の完了が主な要因でございます。５０ページをご覧ください。１

４目町民活動施設につきましては特異的事項ございません。１５目顕彰費につきましては、８４万

７千円の減で、顕彰に伴う記章購入費の減が主な要因でございます。５１ページをご覧ください。

１６目報酬等審議会費につきまして特異的事項はございません。１７目職員福利厚生費につきまし

ては１千１１０万４千円の減で、職員住宅整備の完了が主な原因でございます。１８目行政情報シ

ステム管理費につきましては９０８万１千円の減で、住民基本台帳ネットワーク機器更新の完了が

主な要因でございます。５４ページをご覧ください。３項開発促進費、１目企画振興費につきまし

ては、１千１８８万５千円の減で情報交流施設管理事業の観光振興費への移行が主な要因でござい

ます。５６ページをご覧下さい。２目土地利用計画費につきましては特異的事項はございません。

４項庭園のまちづくり事業費、１目交流のまちづくり事業費につきましては、先ほど主要施策でご

説明申し上げましたので省略をさせていただきます。５７ページをご覧ください。ふるさとの森づ

くり事業費につきましては、神の子池林道補修工事の完了及びみどりの植樹事業の町有林管理費の

移行により皆減となっております。５項徴税費、１目徴税費につきましては、特異的事項はござい

ません。５８ページの中ほど６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費につきましては、先ほど主

要施策で御説明申し上げましたので省略させていただきます。７項選挙費、１目選挙管理委員会費

につきましては３７万９千円の増で会議開催地の変更に伴う旅費の増が主な要因でございます。５

９ページ中ほど２目参議院選挙費、また６０ページの３目知事道議会議員選挙費、４目町長町議議

員選挙費につきましては、各選挙の実施に伴いましてそれぞれ皆増となってございます。６１ペー

ジ下段、８項統計調査費、１目各種統計調査費につきましては６９万５千円の増で農林業センサス

の実施に伴う調査員の報酬の増が主な要因となってございます。６２ページをご覧ください。９項

監査委員費につきましては特異的事項はございません。１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費に

つきましては先ほど主要施策でご説明申し上げますので省略をさせていただきます。 

６５ページの３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費から６８ページの３目福祉サー

ビス事業までにつきましても、先ほど主要施策で御説明申し上げましたので省略をさせていただき

ます。４目老人福祉費につきましては、６億３１１万５千円の減でケアハウス整備事業の完了が主

な要因でございます。７０ページ中ほど５目国民年金事務費につきましては４５万６千円の減で国

民年金システム改修事業の完了が主な要因でございます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉につ

きましては２８４万６千円の減で、児童手当費の減が主な要因でございます。７１ページ下段、２

目保育所費につきましては、５５５万３千円の減で、臨時保育士に係る人件費が主な要因でござい

ます。７２ページ下段、３目子育て支援センター費につきまして特異的要因はございません。 

７３ページの４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生費及び７４ページの２目予防費につき

ましては先ほど主要施策で御説明申し上げましたので省略をさせていただきます。７５ページ下段、
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３目各種医療対策につきましては４８７万３千円の増であり、後期高齢者医療療養給付費負担金及

び国民健康保険事業特別会計繰出金の増が主な要因でございます。７６ページ下段、４目環境衛生

費につきましては１千１５９万６千円の減であり、合同納骨塚整備の完了が主な要因でございます。

７８ページをご覧ください。５目保健福祉総合センター費につきましては１千７２０万７千円の減

であり、老健冷房設備更新工事の年次計画による事業量の減が主な要因でございます。７９ページ

中ほど２項清掃費、１目清掃事業費につきましては１千３７９万８千円の減で清掃センターパッカ

ー車購入完了が主な要因でございます。 

８１ページ下段、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費につきましては特異的事項

はございません。８２ページ下段、２目農業振興費につきましては、３千５９万４千円の減であり、

農業振興事業補助及び焼酎事業特別会計繰出金の減額が主な要因でございます。８３ページ下段、

３目畜産業費及び８４ページ下段４目農地開発事業費につきましては特異的事項はございません。

８５ページ下段、５目道営整備事業費につきましては、先ほど主要施策でご説明申し上げますので

省略させていただきます。８６ページ下段、２項林業費、１目林業振興費につきましては１千６３

６万５千円の減であり、製材流通経費補助の減が主なものでございます。８７ページをご覧下さい。

２目自然保護対策費につきましては特異的事項はございません。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興及び８８ページ２目観光振興費につきましては先ほど主

要施策で御説明申し上げましたので省略させていただきます。９０ページ下段３目オートキャンプ

場費につきましては、２６３万２千円の減でオートキャンプ場施設塗装事業の減が主な要因でござ

います。９１ページ下段４目江南パークゴルフ場につきましては、特異的事項はございません。 

９２ページ下段、７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費から９５ページの２項都市計画

費、１目公園費までにつきましては先ほど主要施策でご説明申し上げましたので、省略をさせてい

ただきます。９６ページをご覧ください。３項住宅費、１目住宅管理費につきましては１千１０２

万３千円の減であり公営住宅修繕料の減が主な要因でございます。９７ページをご覧ください。２

目住宅建設費につきましては、５千１８万３千円の減であり、公営住宅建設事業の完了が主な要因

でございます。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費につきましては８３２万９千円の増で、斜里地区消防組合

清里分署負担金の増額が主な要因でございます。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費につきましては１５７万９千円の増であり、コ

ミュニティスクール推進事業の増額が主な要因でございます。９９ページをご覧下さい。２目教育

諸費につきましては４千１７１万４千円の増で遠距離通学バス業務委託料の増額が主な要因でござ

います。１００ページ下段、２項小学校費、１目小学校管理費につきましては６１５万の減で光岳

小学校閉校に伴う管理経費の減が主な要因でございます。１０２ページをご覧ください。２目教育

振興費につきまして、先程主要施策で御説明申し上げましたので省略をさせていただきます。３項

中学校費、１目学校管理費につきましては、５千４９７万８千円の減であり、グラウンド改修事業

の完了が主な要因でございます。１０４ページをご覧ください。２目教育振興費から１０５ページ、

４項社会教育費、１目社会教育総務費につきましては先ほど主要施策でご説明申し上げましたので

省略とさせていただきます。１０５ページ下段、２目生涯教育費につきましては、３０７万３千円

の減で、各社会教育団体の補助の減が主な要因でございます。１０７ページ下段、３目生涯学習総

合センター費につきましては４９０万６千円の増であり、生涯学習活動運行事業費の増額を主な要

因でございます。１０９ページをご覧ください。４目図書館費につきましては、２５１万６千円の
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減であり、図書館システム機器更新の完了が主な要因でございます。１１０ページ中ほど、５項保

健体育費、１目保健体育総務費につきましては２２４万４千円の減であり、野球場補修工事の完了

が主な要因でございます。１１３ページをご覧ください。２目トレーニングセンター費及び１１４

ページの３目町民プール費につきましては特異的事項はございません。４目スキー場管理費につき

ましては、７９３万６千円の減であり、リフト整備工事の完了が主な要因でございます。１１５ペ

ージ下段、５目学校給食センター費につきましては、３４６万５千円の増で給食センター施設管理

事業費の増額が主な要因でございます。 

１１７ページをご覧ください。１０款公債費につきましては、元金利子合わせまして８億３千５

１６万４千円を計上いたします。１１８ページをご覧ください。１１款予備費につきましては、前

年同額の１００万円を計上いたします。 

１１９ページをご覧ください。給与明細について御説明申し上げます。１の特別職の長等及び議

員数につきましては増減ありません。その他における２２名の増は農林業センサスの各種統計に係

る調査員増員が主な要因でございます。また給与費における給料及び期末手当の増は昨年度１０月

から、特別職に移行しました教育長給与を今年度１年分計上することによる増額でございます。１

２０ページをご覧ください。２の一般職員数につきましては、新規採用者６名の増及び退職３名の

減によるものであり、給与費共済費につきましても人事院勧告による改定分等と合わせて１千６２

３万５千円の増額となっております。１２１ページから１２７ページにつきましては、給料及び職

員手当の状況を記載しており、本町におきましては人事院勧告に準拠しているところでございます。

１２８ページをご覧ください。３の定数外職員につきましては、いわゆる再任用短時間職員の給与

等について記載したものであり、今年度は職員１名の任用であります。１２９ページをご覧くださ

い。本表は債務負担の支出予定額等にかかわる調査であります。前年度となります平成３０年度ま

での債務負担行為は、農業経営基盤強化利子助成事業から１３２ページの清里町学校給食センター

業務委託事業まで、合計３２件となっております。当該年度であります平成３１年度以降の支出予

定につきましては、農業経営基盤強化資金利子助成事業以下合計３０件であり、総額３０億３６２

万８千円となってございます。 

１３３ページをご覧ください。本表は地方債の現在高調べであります。１３４ページの合計欄で

ご説明申し上げます。前々年度平成２９年度末残高は６８億７６１万１千円であり、前年度である

平成３０年度末の現在高見込みは、６７億７千９５６万１千円、当該年度である平成３１年度中の

起債見込みは２億５千２２０万円、元金償還見込は７億７千６３７万９千円であります。これによ

り当該年度末現在高見込額は、６２億５千５３８万２千円となるものでございます。 

次に、歳入について御説明申し上げます。歳入につきましては前段の審議資料によりご説明申し

上げているところでございます。また、特定財源の主な内訳につきましても資料にて記載しており

ますので、総括表で概要のみご説明申し上げます。１４ページをご覧ください。１款町税から１１

款交通安全対策特別交付金、１８款繰越金、１９款諸収入の一部また２０款町債の内臨時財政対策

債を合わせて３０億４千８５５万７千円が一般財源となります。したがいまして特定財源につきま

しては、国道支出金等合わせて１３億９千９４４万３千円となります。以上で説明を終わります。 

 

 

○議長（田中 誠君）  

 次に、議案第１４号 平成３１年度清里町介護保険事業特別会計予算について。保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（野呂田成人君） 

 既に上程されております。議案第１４号、平成３１年度清里町介護保険事業特別会計予算につい

てご説明申し上げます。予算書の中程、薄茶色の仕切りから介護保険事業特別会計となりますので

１３７ページをお開きください。 

第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７千２２万９千円とするもの

であります。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条

につきましては、一時借入金の最高限度額を３千万円と定めるものであります。第３条につきまし

ては、歳出予算の流用を定めるものであり第１号において、同一款内での流用を定めるものであり

ます。 

続きまして予算審議資料により、予算の概要を説明いたしますので、別冊の予算審議資料、薄茶

色の仕切り、介護保険事業特別会計をご覧いただきます。４３ページをお開きください。総括表で

ご説明いたします。平成３１年度の予算総額は４億７千２２万９千円で前年度対比で３８万１千円

の増額であり、率にしまして１００．１％であります。歳入の款における主な内容について前年対

比額で説明いたします。１款介護保険料の２３２万１千円の減は消費税の改定による低所得者対策

によるもので、３款国庫支出金２４万７千円の減、４款道支出金４２万６千円の増、５款支払基金

交付金４３万３千円の増、７款繰入金２０９万円の増は、システム改修補助の減及び地域支援事業

増額によるルール分の算出によるものです。 

次の歳出も前年対比で主な内容についてご説明をいたします。１款総務費につきましては、シス

テム改修に係る費用の減が主な要因で、２３９万４千円の減、２款保険給付費の４１万１千円の減

額は、居宅介護サービスの見込みによるもの、３款地域支援事業費の３１８万６千円の増額は、第

１号訪問事業費及び包括的支援事業委託料の増額によるものです。次に予算書にお戻りいただき、

介護保険事業特別会計の１５３ページの歳出をお開きください。 

歳出の主なもの、特定財源について説明申し上げます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般

管理費１７３万５千円は介護保険に係る事務経費で特定財源の（他）事務費繰入金とあるのは一般

会計からの繰入金であります。２項賦課徴収費、１目賦課徴収費、３８万７千円は保険料徴収に係

る事務経費で特定財源、（他）事務費繰入金は一般会計からの繰入金の他財源内訳に記載のとおりで

す。１５４ページをお開きください。３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費１８７万６千

円は網走市ほか３町の認定審査会負担金であり、２目認定調査費３２６万１千円は介護保険認定調

査に係る主治医意見書や認定調査の委託の経費で、いずれも特定財源の（他）事務費繰入金とある

のは一般会計からの繰入金であります。 

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１億４千８４０万円に

つきましては、ホームヘルプサービス、訪問看護、デイケア、ショートステイなど給付費負担金と

して１億２千７７０万円、福祉用具購入費が１２０万円、手すり取りつけ等の住宅改修費が２３０

万円、ケアプラン作成などの費用である居宅介護サービス計画給付費が１千７２０万円となってお

ります。特定財源の（他）、介護給付費繰入金、低所得者保険料軽減繰入金は一般会計からの繰入金

です。（支）介護給付費交付金は、２号被保険者の保険料からの負担分で支払基金からの交付金です。

以降、保険給付費については同様であります。次のページ、２目地域密着型介護サービス給付費６

千万円は、特別養護老人ホーム、清楽園のデイサービスとユニットの利用者分を見込むものです。

１５６ページをお開きください。３目施設介護サービス給付費１億８千８００万円につきましては、
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特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等にかかわる給付費用であります。４目審査支払手数料３

７万４千円は国保連合会に対する介護報酬審査支払手数料です。次のページをご覧ください。２項

高額介護サービス等費、１目高額介護サービス等費８７０万円は、同じ月に利用したサービスの自

己負担の合計が限度額を超えた場合、申請により超えた部分を保険から給付するものです。１５８

ページをお開きください。３項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス等

費１５０万円につきましては、医療給付と介護給付の自己負担額の合算が限度額を超えた場合の保

険給付であります。４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等費２千８５

０万円については、施設の居住費や食費は原則利用者の負担となっておりますが、所得の低い方に

は負担の上限を設定し、上限を超える額を保険で給付いたします。次のページをご覧ください。 

３款地域支援事業費、１項介護予防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１千８１万６千円は、地域支援事業の予算です。特定財源の（他）地域支援事業繰入金は一般

会計からの繰入金で、（支）介護予防事業交付金は支払基金からの交付金です。以降地域支援事業費

について同様です。１６０ページをお開きください。２目介護予防ケアマネジメント事業費１５５

万９千円も地域支援事業のケアマネジメントにかかる委託料等です。２項一般介護予防事業費、１

目一般介護予防事業費９４万３千円は、高齢者を対象とした介護予防にかかる事業費でいきいき健

康講座の講師への報償費やふまねっと運動教室の委託料などです。次のページをご覧ください。１

６１ページから１６２ページの３項包括的支援事業費・任意事業費、１目包括的支援事業費１千３

２８万円は地域包括支援センター委託事業、認知症総合支援事業に係る費用です。２目任意事業費

８６万９千円は、在宅介護家族の負担軽減と介護技術の普及向上を図るための事業、成年後見人制

度の利用を支援する事業の助成金です。 

１６２ページの４款基金積立金、５款公債費につきましては説明を省略させていただきます。 

次に歳入につきまして１４２ページの総括で説明をいたします。１款の介護保険料８千７９７万

９千円、７款繰入金のうち１千円、８款の繰越金１００万円が一般財源でありこれらを除く２款か

ら９款までの合計３億８千１２４万９千円が特定財源となります。以上で予算説明を終わります。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第１５号 平成３１年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 すでに上程されております、議案第１５号 平成３１年度清里町国民健康保険事業特別会計予算

について、御説明申し上げます。予算説明書の黄色の中表紙をお開きいただき、１６５ページをご

覧ください。第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億３千５３万円と定

めるものでございます。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書で御説明申し上げます。

第２条につきましては、地方自治法の規定により歳出予算の流用について定めるものであり、第１

項第１号において、保険給付費における同一款内での流用を認める規定でございます。 

次に審議資料によりご説明いたしますので、別冊の予算審議資料国民健康保険事業特別会計の４

９ページをお開きください。平成３１年度国民健康保険事業特別会計予算総括表をご説明いたしま

す。歳入歳出の予算合計額は７億３千５３万円であり、前年度比較では２千１０８万円の減。対前

年度比９７．２％となってございます。 

歳入の款毎における予算額をご説明いたします。１款国民健康保険税につきましては、北海道に
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納める納付金の額と平成３０年度分所得見込み等により推計を行い、税率及び限度額の改正を見込

んだ上で、前年度比較５０２万６千円増額の２億２千４１７万１千円を計上してございます。２款

使用料及び手数料につきましては、前年同額となってございます。３款道支出金は、保険給付費を

賄うための保険給付費等交付金であり、２千９１９万５千円減額の４億６千９９４万６千円となる

ものでございます。４款財産収入につきましては前年度同額となってございます。５款繰入金３０

５万４千円の増額は、保険基盤安定繰入金の増によるものでございます。６款繰越金につきまして

は前年同額であり、７款諸収入３万５千円の増額は特定健診、徴収金の増によるものでございます。 

続いて歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、都道府県化に伴うシ

ステム改修が終了したことにより、前年比較１０６万３千円減額の３７２万６千円でございます。

２款保険給付費につきましては、平成３０年度の実績を基に医療費等を推計積算し、２千８１８万

５千円減額の４億６千６１１万７千円を計上してございます。３款国民健康保険事業納付金につき

ましては、北海道が算定する納付金を納入するものであり、７８９万８千円増額の２億５千６５７

万９千円でございます。４款共同事業拠出金につきましては前年同額でございます。５款保健事業

費につきましては、２７万円の増額であり、特定健康診査の受診目標に合わせた検診費用の増額で

ございます。６款基金積立金及び７款諸支出金につきましては前年同額となってございます。５０

ぺージをお開きください。５０ページは款別性質別節別予算分類表であり、説明は省略させていた

だきます。５１ページは、主要政策事業の事業内容、事業費及び財源内訳、次の５２ページは、国

民健康保険事業についてであり、後程ご参照いただきたいと存じます。 

それでは歳出についてご説明いたしますので、予算説明書の１７９ページをお開きください。歳

出の特異的事項について御説明申し上げます。なお特定財源の御説明につきましては、財源内訳欄

に記載しておりますので省略させていただきます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

につきましては、北海道国民健康保険団体連合会の事務委託金委託による賃金の減額、システム改

修終了による委託料の減額により１０６万６千円の減額となるものでございます。２項徴税費及び

１８０ページの３項運営協議会費につきましては、特異的な事項はございません。１８０ページ、

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費から１８１ページの５目審査支払手

数料までにつきましては、実績をもとに推計積算して計上しているものでございます。１目一般被

保険者療養給付費は、１千５００万円減額の４億８００万円、２目退職被保険者等療養給付費は、

５００万円減額の１００万円、３目一般被保険者療養費は、８４万円減額の２５２万円。４目退職

被保険者等療養費は５万円減額の１万円、５目審査支払手数料につきましては、１万６千円増額の

１２０万４千円となってございます。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費から４目退職

被保険者等高額介護合算療養費までにつきましても、実績を基に推計積算して計上しているもので

ございます。１目一般被保険者高額療養費は４８０万円減額の４千８００万円、２目退職被保険者

等高額療養費は５９万１千円減額の１万円、３目一般被保険者高額介護合算療養費は、前年度同額

４目退職被保険者等高額介護合算療養費は９万円減額の１万円を計上しているものでございます。

１８２ページをお開き下さい。３項移送費につきましては特異的な事項はございません。４項出産

育児一時金は北海道から見込み数値が示されるものであり、出産育児一時金等支払手数料合わせま

して１６８万１千円減額の４６２万３千円を計上しているものでございます。１８３ページをご覧

ください。５項葬祭諸費につきましても北海道から見込み数値が示されるものであり、１５万円減

額の３０万円を計上しているものでございます。３款国民健康保険事業納付金につきましては、北

海道が算定した必要な納金を納入するものでございます。１項医療給付費分、１目一般被保険者医
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療給付費分として９９３万２千円増額の１億８千４９６万９千円、２目退職被保険者医療給付費分

として５６万５千円減額の１万８千円、合計９３６万７千円増額の１億８千４９８万７千円を計上

するものでございます。１８４ページをお開きください。２項後期高齢者支援金等分、１目一般被

保険者後期高齢者支援金等分として２９万１千円減額の４千９１５万円。２目退職被保険者後期高

齢者支援金等分として１６万２千円減額の５千円。合計４５万３千円減額の４千９１５万５千円を

計上しております。また３項介護納付金分、１目介護納付金として１０１万６千円減の２千２４３

万７千円を計上するものでございます。４款共同事業拠出金につきましては特異的な事項はござい

ません。１８５ページをご覧ください。５款保険事業費、１項特定健診健康診査等事業費につきま

しては２４万円増額の３４９万７千円であり、第３期特定健康診査等実施計画の目標とする受診者

数に基づき特定健康診査に要する費用を計上するものでございます。２項保健事業費につきまして

は特異的な事項はございません。１８６ページをお開き下さい。６款基金積立金及び７款諸支出金

につきましても特異的な事項はございません。 

次に歳入について総括表によりご説明申し上げますので、１７０頁へお戻りください。１款国民

健康保険税、２款使用料及び手数料、６款繰越金及び７款諸収入４０万９千円の内１万３千円で合

計２億２千４２９万９千円が一般財源であり、３款道支出金から５款繰入金まで７款諸収入４０万

９千円のうち３９万６千円の合計５億６２３万１千円が特定財源でございます。以上説明とさせて

いただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで、３時３５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時２５分 

再開 午後 ３時３５分 

 

○議長（田中誠君） 

 次に議案第１６号 平成３１年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 すでに上程されております、議案第１６号、平成３１年度清里町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、ご説明を申し上げます。予算説明書の緑色の中表紙をお開きいただき１８９ページをご覧

ください。第１条第１項につきましては予算の総額を歳入歳出それぞれ７千２４９万７千円と定め

るものでございます。第１条第２項につきましては、後程事項別明細書によりご説明申し上げます。 

次に審議資料によりご説明いたしますので別冊の予算審議資料を緑の中表紙、後期高齢者医療特

別会計の５５ページをお開きください。平成３１年度後期高齢者医療特別会計予算総括表をご説明

いたします。歳入歳出の予算合計額は、７千２４９万７千円であり、前年度比較では１２９万１千

円の増、前年度比１０１．８％となってございます。歳入の款毎における予算額をご説明いたしま

す。１款後期高齢者医療保険料につきましては、広域連合の算定見込みにより、前年度比較２４８

万円増額の４千９４２万円を計上してございます。２款使用料及び手数料は増減ございません。３

款繰入金６３万３千円の減につきましては、事務費繰入金の減額であり、広域連合に納入する負担

金額の減によるものでございます。４款繰越金１万１千円の増につきましては、平成３０年度の国
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庫補助金が超過交付となっているため、返納金の財源として繰り越すものでございます。５款諸収

入につきまして増減はございません。一番下の欄国庫支出金につきましては、平成３１年度の収入

見込がございませんので廃止するものでございます。 

続いて、歳出の款ごとの予算額をご説明いたします。１款総務費につきましては、委託料等にお

いて５７万３千円の減額となってございます。２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料負担

金、低所得者保険料軽減分にかかる保険基盤安定負担金及び事務費負担金として１８５万３千円増

額の７千１１７万１千円を計上してございます。３款諸支出金につきましては、保険料の還付に備

え保険料還付金及び還付加算金として１１万円、平成３０年度の国庫補助金の返納金として１万１

千円、合計１２万１千円であり、１万１千円の増額となってございます。 

５６ページをお開きください。５６ページは、款別性質別節別の予算分類表であり説明は省略さ

せていただきます。５７ページは、主要政策事業の事業内容、事業費及び財源内訳、次の５８ペー

ジは、後期高齢者医療制度の概要であり、後ほどご参照いただきたいと存じます。 

それでは歳出についてご説明いたしますので、予算説明書の２０１ページをお開き下さい。歳出

の特異的事項について御説明申し上げます。なお特定財源の御説明につきましては、財源内訳欄に

記載しておりますので省略させていただきます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に

つきましては、平成３０年度に計上しておりましたシステム改修にかかる委託料５５万７千円を減

額し、事務に要する経費９４万５千円を計上してございます。２項徴収費、１目徴収費につきまし

ては特異的な事項はございません。２０２ページをお開きください。２款後期高齢者医療広域連合

納付金、１目後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、前年度比較で保険料負担金が４千９

４２万１千円で２４８万円の増、保険基盤安定負担金が１千９０２万７千円で１９万２千円の増、

事務費負担金が２７２万３千円で８１万９千円の減、合計７千１１７万１千円であり、１８５万３

千円の増額となってございます。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金につきましては特異的

な事項はございません。２項償還金につきましては、先ほども説明いたしましたとおり、国庫補助

金の返納金でございます。 

次に歳入について総括表によりご説明申し上げますので１９４ページへお戻りください。１款後

期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料、４款繰越金、５款諸収入のうち、１項延滞加算金及

び過料及び２項町預金利子の２千円合計で４千９４３万５千円が一般財源であり、３款繰入金、５

款諸収入のうち３項償還金及び還付加算金の１１万円、合計で２千３０６万２千円が特定財源でご

ざいます。以上説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第１７号 平成３１年度清里町簡易水道事業特別会計予算について。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 すでに上程されております、議案第１７号 平成３１年度清里町簡易水道事業特別会計予算につ

いて御説明申し上げます。予算説明書の水色の仕切りをお開きいただき２０５ページをお開きくだ

さい。第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ６千５９万５千円と定めるも

のです。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書で御説明申し上げます。先に審議資料に

より、予算の概要を御説明いたしますので、別冊の審議資料水色の仕切り、簡易水道事業特別会計

６１ページをお開き下さい。平成３１年予算の総括表御説明申し上げます。歳入歳出の予算合計額
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は、６千５９万５千円となっており、前年度当初予算と比較では１１１万７千円の減、対前年度比

９８．２％となっております。 

歳入の款毎における予算額を対前年度比較でご説明申し上げます。１款使用料及び手数料につき

ましては、平成３０年度実績見込み額を参考としながら、前年度比較１００万円減とした４千７５

８万９千円を計上いたしております。２款財産収入につきましては、前年度比較２千円の減となっ

ており基金利子の減によるものです。３款繰入金につきましては簡易水道施設整備基金繰入金の増

による、前年度比較１３８万５千円増の１千１５０万１千円を計上したものです。４款繰越金は前

年度同額となっており、５款諸収入は、道道工事による水道管移設工事費により、前年度比較１５

０万円の減となっております。 

次に歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、一般経費の減により前

年度比較７１万５千円の減となっております。２款施設費につきましては道道工事に伴う水道管移

設工事の終了等により前年度比較で４０万円の減となっております。３款公債費につきましては前

年度と同額となっており、４款基金積立金２千円の減は簡易水道施設整備基金積立金の減でありま

す。６２ページをお開きください。６２ページは、款別性質別節別予算分類表であり説明は省略さ

せいただきます。６３ページをご覧下さい。平成３１年度の主な事業内容について御説明申し上げ

ます。水道メーター器更新事業につきましては、計量法に基づきまして８年を経過した水道メータ

ーを更新するものであり、第１、第２施設合わせて２８０カ所を実施する経費として１千６４０万

円計上いたしております。 

それでは予算書の説明を申し上げます。歳出よりご説明いたしますので、簡易水道事業特別会計

の２１７ページをお開きください。歳出の特定的事項と財源内訳についてご説明いたします。１款

総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、当会計に属する職員１名分の人件費と

通常の施設管理に必要な物件費を計上いたしております。なお１３節委託料に水道メーター器検針

委託料及び水質検査委託料、施設点検委託料、合わせて７０６万９千円を計上しております。２１

９ページをご覧下さい。２款施設費、１項施設整備費、１目施設整備費につきましては、町道工事

に伴う水道管移設工事の実施設計と先ほど主要施策でご説明申し上げましたメーター器更新費用合

わせて１千９１０万円を計上しております。３款公債費及び４款基金積立金につきましては総括表

でご説明したとおり、特異的な事項はありません。公債費の特定財源のその他３３７万８千円は一

般会計からの繰入金であります。また、基金積立金の特定財源のその他４千円は基金利息となって

おります。なお２２０ページから２２７ページにつきましては、当会計に属する職員の給与費明細

書でありまして、一般会計と同様の内容様式となっておりますので、説明を省略させて頂きます。

２２８ページをご覧下さい。本表は、地方債の現在高調べとなっており、区分は、簡易水道債であ

り、合計額で御説明いたしますが、前々年度、平成２９年度末現在高は１億４千７１０万４千円。

前年度、平成３０年度末現在高見込額は１億３千６７９万５千円、当該年度、平成３１年度中の元

金償還見込額は１千５７万９千円、当該年度末、平成３１年度末の現在高見込額は１億２千６２１

万６千円となる見込みであります。 

次に歳入ついて御質問申し上げますので、２１０ページへお戻りください。歳入につきましては、

前段の審議資料において御説明申し上げましたので、総括表でご説明申し上げます。１款使用料及

び手数料、４款繰越金、５款諸収入の合計４千９０９万円が一般財源であり、２款財産収入、３款

繰入金の合計１千１５０万５千円が特定財源となっております。以上提案理由の説明といたします。 
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○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第１８号 平成３１年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について。産業建設課

長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 すでに上程されております、議案第１８号 平成３１年度清里町農業集落排水事業特別会計予算

について御説明申し上げます。予算説明書の薄紫色の仕切りをお開きいただき、２３１ページをお

開きください。第１条第１項につきましては予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２千２７１万３千

円と定めるものです。第１条第２項につきましては後程事項別明細書により御説明申し上げます。

第３条につきましては地方自治法の規定による一時借入金の最高額を３千万円と定めるものです。 

次に審議資料により、予算の概要をご説明いたしますので、別冊の審議資料の紫色の農業集落排

水事業特別会計の６７ページをお開きください。平成３１年度農業集落排水事業特別会計予算総括

表を御説明申し上げます。歳入歳出の予算合計額は、１億２千２７１万３千円となっており、前年

度当初予算と比較では１千１９２万４千円の増、対前年度比１１０．８％となっております。 

歳入の款毎における予算額を、対前年度比較においてご説明いたします。１款分担金及び負担金

につきましては、増減はございません。２款使用料及び手数料につきましては平成３０年度実績見

込み額を参考としながら、前年度比較２６万６千円減の３千７６２万２千円を計上しております。

３款道支出金につきましては、処理施設機能強化事業への農山漁村地域整備交付金として、前年度

比較５００万円増の１千３５０万円を計上しております。４款繰入金につきましては一般会計繰入

金であり、前年度比較４７１万円減の５千６５９万円となっております。５款繰越金は前年度と同

額を計上しており、６款諸収入は道道工事に伴う管路施設移設工事の終了より前年度比較１５０万

円の減となり、利息のみの１千円を計上しております。７款町債は、貯留施設機能強化事業に係る

過疎債と下水道債合わせて１千３４０万円を計上しております。 

次に歳出の款毎の予算額を御説明申し上げます。２款総務費１１４万５千円の増につきましては、

施設管理費の需用費の増によるものであります。２款事業費１千１０８万９千円の増につきまして

は、処理施設の機能強化事業実施設計業務委託料の増によるものです。３款公債費につきましては、

前年度比較３１万円の減となっております。６８ページをお開きください。 

６８ページは款別性質別節別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。 

６９ページをご覧下さい。平成３１年度の主な事業内容ですが、町単独事業につきましては公共

桝の新設工事として２箇所１００万円、処理施設の機器類の年次的修繕料として１７０万円、下水

道メーター更新費用として８万円、合わせて２７８万円を計上しております。特定財源１０万円は、

農業施策排水施設分担金となっております。下水道業務管理委託業務事業につきましては、札弦地

区の下水道台帳策定委託料として２２万９千円、汚泥肥料の資金委託料８万円。清里札弦両施設機

能強化事業の実施設計業務委託料として２千７００万円、合わせて２千７３０万９千円となってお

ります。 

それでは予算書のご説明を申し上げます。歳出よりご説明いたしますので、農業集落排水事業特

別会計予算の２４３ページをお開きください。歳出の特異的事項と財源内訳について御説明いたし

ます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては当会計に属する職員１名分の

人件費及び事務費として５５８万２千円を計上しています。２目施設管理費につきましても、１３

節委託料９３８万５千円をはじめ、２つの施設に係る通常の維持管理費として、２千８９３万９千
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円を計上しています。同じく２４４ページをご覧下さい。２款事業費、１項農業集落排水事業費、

１目農業集落排水事業費につきましては、先ほど主要施策でご説明いたしました町単独事業及び処

理施設の機能強化工事を行うための委託料を計上しており、特定財源の内訳は国庫支出金の農山漁

村整備交付金１千３５０万円と地方債１千３４０万円、その他の農業集落排水施設分担金の１０万

円、一般会計繰入金の１０万円を合わせた、３千１７０万２千円となっております。２４５ページ

をお開きください。３款公債費につきましては地方債の元金及び利息合わせて５千６４９万円を計

上しており、特定財源となる一般会計からの繰入金となっております。２４９ページから２５３ペ

ージにつきましては、職員１名分の給与費明細書であり、一般会計と同様の内容様式となっており

ますので、説明は省略させていただきます。 

続いて２５４ページをご覧下さい。本表は地方債の現在高調べとなっております。区分は下水道

債、特例債、過疎債であり、合計欄でご説明いたします。前々年度、平成２９年度末現在高は４億

４千１７万２千円。前年度平成３０年度末現在高見込額は３億９千３６７万５千円。当該年度、平

成３１年度の中の記載の額は１千３４０万円。当該年度、平成３１年度中の元金償還見込み額は４

千７５５万３千円。当該年度末平成３１年度末の現在高見込額は３億５千９５２万２千円となる見

込みであります。 

次に歳入についてご説明いたしますので２３６ページにお戻りください。歳入につきましては、

前段の審議資料にてご説明申し上げましたので、総括表でご説明いたします。２款使用料及び手数

料、５款繰越金、６款諸収入の合計３千９１２万３千円が一般財源であり、１款分担金及び負担金、

３款道支出金、４款繰入金、７款町債の合計８千３５９万円が特定財源となっております。以上で

説明といたします。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第１９号 平成３１年度清里町焼酎事業特別会計予算について。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君） 

 既に上程されております、議案第１９号 平成３１年度清里町焼酎事業特別会計予算につきまし

て、御説明を申し上げます。予算書及び予算説明書のうぐいす色の次の２５７ページをお開きくだ

さい。第１条第１項につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億３千３４７万円とするも

のです。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書により、御説明申し上げます。第２条に

つきましては、一時借入金の限度額を２千万円と定めるものです。 

続きまして、別冊の予算審議資料でご説明いたしますので、審議資料のうぐいす色の次の７３ペ

ージ。予算総括表をお開きください。平成３１年度の歳入歳出予算額の合計は１億３千３０４万７

千円であり、前年比較では８７５万６千円の減額となり前年度対比９３．８％であります。歳入の

款別における前年度比較金額の主な内容について申し上げます。１款財産収入１億１千５４０万９

千円の財産売払収入並びに財産運用収入であり、前年度の比較で１０万５千円の額となっておりま

す。２款繰入金１千７３２万２千円は一般会計繰入金であり、前年度の比較で８８６万２千円の減

額は、事務員１名減の人件費が主なものとなります。３款繰越金３０万円は、前年度繰越金であり、

増減はありません。４款諸収入１万６千円は雑収入であり、千円の増となっております。 

次に歳出について御説明申し上げます。１款総務費６千１０７万６千円は一般管理費で、前年度

より１千２０９万３千円の減額となっており、主なものは、人件費と修繕料となっております。２
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款製造費、７千１９４万１千円は醸造費で、前年度より３３３万７千円の増額になっております。

主なものとしまして、常勤臨時職員の増に伴う賃金等の増額及び運搬経費等の値上げに伴う資材の

増額の経費となっております。３款公債費は前年同額であります。７４ページをお開きください。

焼酎事業特別会計の款別性質別節別予算分類表であり説明は省略をさせていただきます。 

続きまして、７５ページをご覧下さい。平成３１年度焼酎製造販売計画であります。１の製造計

画でありますが、じゃがいも４万８千７５０キロを原料に使用し、仕込み回数３９回、製造量は７

４キロリットルを製造いたします。２の販売計画でありますが、販売本数は焼酎、飲料水、その他

を合計して１３万８千８３０本。販売数量６５．５キロリットル。販売額は１億１千５４０万８千

円で、前年より１０万５千円の増といたしております。年度別製造販売数量実績は記載のとおりと

なっておりますのでご参照ください。 

続きまして、予算説明書の事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、焼酎事業特別

会計の２６７ページをお開きください。１款総務費、１目一般管理費は職員３名分の人件費並びに

管理費の物件費及び公課費であり１千２０９万３千円の減額となっております。２６９ページをお

開きください。２款製造費、１目醸造費は、臨時職員賃金及び醸造瓶詰経費、原材料費などの物件

費であり、３３３万７千円の増額となっております。総務費及び製造機の増額理由は、総括表の歳

出で説明しましたので省略させていただきます。２７０ページをお開きください。３款公債費、１

目利子につきましては、前年度同額となっております。なお、２７１ページ以降は、給料費明細と

なっておりますが、説明は省略させていただきます。 

次に、歳入についてご説明しますので、２６０ページをお開きください。内訳につきましては審

議資料の歳入でご説明いたしましたので省略させていただきます。１款財産収入、３款繰越金、４

款諸収入は一般財源で合計額は１億１千５７２万５千円です。２款繰入金は特定財源で１千７３２

万２千円であります。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、各会計予算の説明が終わりました。 

 お諮りします。議案調査のため明日から３月１０日までの２日間、休会をしたいと思います。御

異議ありませんか。 

  

 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。したがって明日から３月１０日までの２日間休会とすることに決定しまし

た。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。 

 

 

 

                              散会 午後 ４時０５分 
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平成３１年第１回清里町議会定例会会議録（３月１１日） 

 

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 長   岸 本  幸 雄 

    農 業 委 員 会 長   森 本    宏  

    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 

    出 納 室 長   熊 谷  雄 二 
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    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。 

    議案第１３号～議案第１９号（各会計予算案の質疑） 

 

●予算質疑説明員補助者 

  総 務 課 主 幹      梅村百合子 

総務Ｇ      主 査  吉本  淳 

        管財Ｇ      総括主査 吉田 正彦 

 

  企画政策課 主 幹      永野  宏 

まちづくりＧ   総括主査 水尾 和広   主 査  田中 誠之 

                 主 査  半澤  忍   主 任  長屋 智洋 

        地域振興Ｇ    主 査  横畠 敏樹 

  町 民 課 主 幹      樫村 亨子 

町民生活Ｇ    主 査  山嵜 孝英   主 査  藤森 宏樹    

        税務・収納Ｇ   総括主査 泉井 健志   主 査  圡井 泰宣 

  保健福祉課 主 幹      進藤 和久  

福祉介護G    総括主査 阿部 真也   主 査  原田  了 

       保健G      保健師長 武山 悦子 

        子ども子育てG  総括主査 鈴木由美子    

  産業建設課 主 幹      酒井 隆広 

産業振興G    総括主査 北川  実   主 査  吉田 慎治 

        建設Ｇ      主 査  山本 卓司   主 査  荒  一喜 

  農業委員会          次 長  小林 正明 

  生涯教育課 主 幹      三浦  厚  

学校教育Ｇ    総括主査 新輪 誠一   主 査  小泉めぐみ 

                 主 査  阿部由美子   主 任  熊谷 駿佑 

        社会教育Ｇ    主 査  武山 雄一 

  焼酎醸造所          主 任  廣谷 淳平 

  消防清里分署         分署長  岡崎  亨   庶務係長  君島 晴男 

予防係長 山田  司   救急係長  小笠原明博 

警防係長 半澤 孝貴   危険物係長 内野 智也 
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                                                       開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定に

より、議長において５番 池下 昇君、６番 勝又 武司君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第１３号～議案第１９号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君） 

一括議題となっております議案第１３号から議案第１９号までの各会計予算について質疑を行い

ます。 

質疑の進め方について事務局長に説明をさせます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（溝口富男君） 

（質疑の進め方 説明） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑の進め方について説明を終わります。 

議案第１３号 平成３１年度清里町一般会計予算について質疑を行います。一般会計歳出から質

疑を開始いたします。 

説明員交代のため暫時休憩いたします。 

休憩  午前 ９時３３分 

                             再開  午前 ９時３５分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて質疑に入ります。 

１款議会費・１項議会費・１目議会費、３５ページ。        

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。 

２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、３６ページから３７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

２項総務管理費・１目一般管理費、３７ページから４０ページ。堀川哲男君。 
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○２番（堀川哲男君) 

 ４０ページのふるさと特産品ＰＲ事業ふるさと納税ですが、このふるさと納税の現在までの伸び、

この金額がわかる範囲で教えて頂きたいのと、この近年の伸び率がどうなのか、現状維持なのかと

いうのを教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 近年のふるさと納税の実績ということで報告をさせていただきたいと思います。２７年度から報

告をさせていただきますけども、２７年度のふるさと納税の納税額につきましては１１９万円９件

でございました。２８年度からは、いわゆる納税サイトとかそういったところに関わっていただく

ということで増えておりますけども、２８年については５２５件、７７０万円。２９年度について

は７０５件、８４２万３千５００円。３０年度につきまして、まだ２月の集計でございますけども

５６６件、７６８万８千円ということでありますので、２８年度から納税サイトとかにも委託をさ

せていただいておりますけれども、それからある程度順調に伸びてきているということが推移され

る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) 

 ふるさとチョイス、さとふるを利用するようになってから、実績が上がったということですけど

も、できるならば、まだまだこの金額は、伸ばしていくべきだとそのように考えます。しかしなが

ら総務省からの返礼品が３割というような縛りもありまして、なかなかその辺はご苦労されている

こととは思いますけども、ホームページを見ますと、返礼品の３割というものに縛られているため

に寄附金額が１万円から１万２千円というふうに変更になったものもありますし、縛られるがまま

寄附しづらいような状態になっているんではないかという所も心配するところです。 

このふるさと納税の金額を伸ばしていくこと、清里町の特産品をＰＲしていくことを考えると、

やはりもうちょっと強いアピールというものが必要だと考えますし、以前にもお願いしたんですが、

季節のお便りですとか、町長が直接寄附してくれた人にお礼の電話をかけるですとかそのようなこ

とで、寄附を増やしていくような取り組みが必要ではないかというふうに考えているところです。 

プラスですけども返礼品で寄附をしてもらうという流れが全国的な流れですけども、今その流れ

に加えて寄附の使い道によって、寄附をしてもらうというふうに変わりつつあるのも流れであると

思います。例えば清里町に当てはめると、現在は子供たちの教育ためだとか、大きな括りの中で寄

附の使い道の指定を受けているところですけども、そのポイントを絞って、例えば神の子池の保全

のために使わしていただきたいというような寄附の仕方もある意味考えられると思います。そうす

れば返礼品が欲しいというよりも、神の子池の自然を守りたいという人が積極的に寄附をしてもら

えるというような、本来のふるさと納税の寄附のスタイルになるんだろうとそんなふうに思います。 
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あとは清里焼酎の例えば樽購入のための寄附をして下さいとか、いろんな寄附の募集の仕方とい

うのはあると思います。そういうような形で寄附金の使い道も含めて、今後、ふるさと納税のさら

なる寄附金額のアップとして清里の特産品のＰＲ、町のＰＲというものを進めていただきたいとそ

のように思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 冒頭、堀川議員からおっしゃられたように、国の方でいわゆる返礼の部分の３０％についてはか

なり強く指導を受けているところでありますので、そういったルールはルールとして、町の方では

進めているということで、まず理解をいただきたいというふうに思います。 

また本町については、何とかそういったふるさと納税について御質問いただいているところであ

りまして、まずは清里の魅力をしっかりと伝えるということが、ふるさと納税の柱であります。当

然のことながらそういった納税額が良いわけでありますから、そういった部分の努力もしてまいり

たいというふうに思っております。具体的に言いますと、今まで納税いただいた方にお礼状であり

ますとか、絵葉書でありますとか、必要によっては観光パンフでありますとか、そういった納税者

の方々へのお礼もさせていただいておりますし、新たな新規の納税者開拓というところの取り組み

の中では、ふるさと会や３１年度については大手の観光雑誌等々にもそういった情報を載せていき

たいというふうに思っております。 

また、後段の方に御質問をいただいております、納税使途の関係でありますけども、どちらかと

いうと堀川議員の話の使い道という部分の中では、クラウドファンティング的な要素も入ったのか

なというふうに感じているところでもあります。ふるさと納税すべて完結するが良いのか、新たな

そういった観点から新たな取り組みも取り入れながら検討するのが良いのか、そういったところを

効果的な取り組みができるように今後検討してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 ふるさとチョイス、さとふるの業務委託料ということで、寄附総額の同額ぐらいのものしか寄附

されていないという実態があるわけで、確かに今言われた清里の魅力を伝える部分での波及効果が

あるのかも知れませんけれど、実際に始まった当初が１１９万ぐらいの納税しかないわけで、それ

を委託したことによって、委託料もありますけど増えていったというのはありますけど。費用対効

果という観点で捉えるとまだまだもう少し納税額が増えてこないと、効果が出てきたとは言えない

んじゃないかなと思うんですけれど、その辺はどう思っていますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君) 

 この委託料の歳出の方、載せていただいておりますけども、歳入歳出のいわゆる差額分はどうな

のかという話でありますけども、納税の返戻品約３０％、それから手数料を差っ引きまして大体５

０％の納税額が現金として残るというような形なのではないかと思います。そういった部分であり

ますので最終的に今私申し上げましたその金額という部分では、ある程度その金額では図れない部

分でございますんで、さらにＰＲ活動を推進して参りたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。 

２目財産管理費から３目地籍管理費まで一括質疑いたします。４０ページから４２ページ。 

河口 高君。 

 

○３番（河口高君) 

 財産管理の施設管理費の中で特殊建築物定期報告書作成業務委託費についてですが、ここで書か

れている内容については、パパス・緑清荘さんの２点だけですけども、特殊建築物定期報告書作成

業務委託を町の全部の建物に該当する計画的な報告書が国から求められている法改正があったため

に全部やらなきゃならないのは承知しているんですが、この辺の今後どういうことで特殊建設物定

期報告書作成業務を今後どう進めていくのかをちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの特殊建築物定期報告書の関係でございますが、この関係につきましては、建築基準法

の関係によりまして、行っている検査であります。これにつきましては、それぞれ特定建築物に対

象該当になる施設が公共施設でも関わってくるのかなというふうに思っております。ここに記載の

部分につきましては緑清荘が載っておりますが、そのほか役場庁舎ですとか町民会館、その他につ

いてもこの該当施設になっていくわけでございまして基本的には特定建築物につきましては、施設

によりまして３年に１回、建築施設によっては毎年というようなこともありまして、それぞれの施

設によってこの報告の期限時期が変わってくるということで、今後もこの法律に則ってこの建築の

定期報告業務については、行っていきたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 法改正が２８年から非常にきつくなっている部分の３年に１度報告しなくてはいけないという部

分については理解していて、実際にパパスについては毎年２８年度が２５万だったのが、今年度の

予算が３７万と増えて、設備が変わってないですけども１２万ほど上がってきている。今後は緑清

荘も３年に１度の今回１０４万ですか。 
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特殊建築物は、清里においては学校体育館からほとんどの公共施設が該当するんだろうと思いま

す。平米数が３階以上ですか。これからどんどん増えていくことになっていくんだと思います。ケ

アハウスもが共用部分の面積によって当然変わってくるんですが、かなり大きな委託料がかかって

くる。これも現実にある。初年度免除になって３４年はケアハウスが該当になってくるだろうと思

いますが、すべての建築物とその後で出てきますけども、ここの庁舎についても８８万の計画が掛

かってきます。札弦の町民会館も同じように掛かってきます。不特定多数の出入りする場所全部に

委託料がかかって来る。これからずっと続いていくときにこの委託料は本当に活きてくるんだろう

か。 

一つ考え方を変えていただくと、資格ってどうなのか。１級、２級建築士、国の定める講習会だ

とかそういうことに準じて参加し、この資格を得ることによってこれから永遠に続くこの報告書に

ついては、まさしく一人の雇用を生む、あるいは人材を育てる、今後莫大な金額がずっと永遠に続

いていく。決してこれが大きなハードルでないと思います。ここの町の持っている職員の資格の中

で、その辺の講習会をしっかりと取り組んでもらえれば、ここの資格者があるいは民間の雇用を創

出するための手段として法規制が厚くなった部分だけ、そこに必要な人材を充てるという雇用促進

のためにも、ぜひその辺も考えは無いのか、確認したいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 現在の御質問でございますが、河口委員おっしゃったとおり、定期報告につきましては、建築物

の用途ですとか規模要件によって、法律によって行うものでございます。現在につきましては民間

の業者の方に委託をしながら、報告を行っているところでございます。今、議員からありました職

員の部分が資格をとって行うことは、検討はしていないところでございまして、今後どういう形で

建築物定期報告について何か検討することがあれば、課題として行っていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 ぜひ検討していただいて、ここに民間の雇用、人材育成が出来るということの現実も考えられる

と思いますので、将来ずっと続く費用になります。途中で完結する問題じゃなくて永遠と続くし、

建築基準法がさらに強くなるんだろうと思いますんで、是非将来の雇用をつくるということでも、

町の経済循環の中の大事な部分であると思いますので、ぜひ検討を出来る部分については、早期に

検討していただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 
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○総務課長（伊藤浩幸君) 

 今、河口議員からのご意見を参酌しながら、民間の雇用を生むということも含めた視点を含めて、

今後検討していきたいと思います。費用もかなり掛かりますし、将来的に続くものですので考えて

いきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。 

 ４目広報費から５目自治振興費まで一括質疑を行います。４３ページから４４ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ４３ページの広報費、広報きよさと発行事業についてお伺いします。この広報費に関して２９年

で２１７万、３０年度は３０１万６千円というふうになっていますが、３１年度が２９年の約２倍

の金額というふうになっておりますが、これどう言ったことなのか。お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 ３１年度の関係につきましては、新たに広報を作成するパソコンの端末及びソフトウエアの更新

がありますんで、その部分がプラスということになります。ソフトウエアの更新については６７万

２千円。それからパソコン端末の更新については７０万掛かりますんで、それがプラスになるとい

うことでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 この手数料、器具購入費ということの上乗せということかなというふうに思いますが、実は広報

というのは、毎月皆さんのところに配布されているものであります。こういうふうにお金がかかる

のはしょうがないと思うんですが、毎月見ていると、ちょっとマンネリ化している部分があるのか

なと感じられますので、町民の９割以上の方が毎月読んでおられると思います。是非中身の濃いも

のによりしていってほしいなというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 ご指摘の内容でございますけどもマンネリ化というような言葉をいただきましたけれど、ある意

味住民に幅広く丁寧に周知するというようなことになれば、住民がわかりやすい・見やすいとこと

になれば、そういった感覚を持たれる方もいらっしゃるというふうに思っております。 
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ただいろんな部分で、いろんな情報を幅広く載せるということをまず基本にさせていただいてお

りますんで、その辺は理解いただきたいというふうに思っているのと、ところどころ御承知のとお

り、いろんな特集なりを組んで情報発信もしております。また広報については毎年５月号がスター

トというような形になっていきますので、また新たな取り組みについても縷々検討したいと思って

おりますんで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 広報費の中で、ホームページ運営事業費。町のホームページも出来上がってきます。今年度で若

干維持費が上がっているのは、どういうことですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画施策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 月にするとさほど、変わらないのかなというような部分もありますけども、バックアップ用のク

ラウドサーバーの容量を増やして、そういった部分でちょっとその維持費が若干上がっているとい

う部分はあるのかなというふうに思いますけども、できる限りこういった部分も節減してまいりた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 ホームページについては、今回は一部１００％がバーナーの部分で大きく占めているのは、ちょ

っと余り納得できないかなとは思っていますが、その１００％が町のホームページで適当なのかと

いうことについては、賛否両論あると思います。その辺の意見も若干聞きながら進めていただきた

いというのと、町のホームページが約１００万超えしています。焼酎工場、きよ～るそれぞれが、

維持費がかかっておりますので、ぜひこの辺も一括して何かをまとめていけば、雇用を生み出すこ

ともあるかなと思いますので、この辺それぞれが別々で取り組まないで、オール清里って言葉はあ

りますけども、どんなところでオール清里が可能かということを踏まえて、民間合わせてここの部

分に財源を使っているのもあると思いますんで、検討していただければと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 ここに記載しているのは町のホームページということで、その他にも焼酎だとかというような御
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質問かと思いますけれども、ホームページ作成という部分ではかなりのプロフェッショナルな専門

的な部分もあるかなというふうに思います。御意見として参照してきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。次に移ります。 

６目交通安全対策費、４４ページから４５ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 ありませんか。質問がなければ次に移ります。 

７目防災対策費、４５ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ４５ページの防災対策費の中の器具購入費についてお伺いしたいと思いますが、これは農業集落

排水施設の発電機ということでありますが、まずはそもそも発電機になっているんですが、今まで

はどういう状況だったのか、全くなかったのか、あったけどもだめなのか、その辺からお伺いした

いと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

 処理施設の関係ですので、私からお答えさせていただきますけども、この発電機に関しましては

清里地区の下水処理場に設置予定しているものでありまして、清里地区に関しましては、自家発電

機はもともとございました。ございましたが、９月のブラックアウト時点で破損しております。本

来であればその部分の修理を別途考えなければならないところですが、農業集落排水に関しまして

は、今ちょうど機能強化事業を進めておりまして、３１年度実施設計で３２年度から本工事入って

います。そこでいきますと補助事業において更新ができます。それまでの間、時間がかかりますの

でその間の部分として発電機を設置すると。そのあと整備を終わった後は、また札弦の処理場の方

もこれは発電設備はございません。そちらの方にも使えますし、また発電機は今回のブラックアウ

トで教訓になったんですが、ある程度の大きさの発電機があることによる町のいろんな施設にも流

用ができるということで、予算を計上させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今課長の答弁で、あったけれど壊れたということでありました。この施設に関して、大事である

ってことは私も認識しております。今回、この防災対策費という中で発電機の購入はここだけとい

う話ですが、課長言われたとおり、９月６日のブラックアウトの時にここばっかりじゃなくて、あ

ちこちに電気がなくて発電機のありがたみというのは皆さん解ったと思うんですが、ここだけでな
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くて、一時避難所とか全般に関して発電機の問題を、まず今後どういうふうにしていこうと考えて

いるのか、その辺お伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 ただいま池下委員の発電機の関係の御質問でございますが、今回の当初予算につきましては、今

お話が出ているように清里の農業集落排水施設の電源を賄う発電機ということで予算計上させてい

ただいております。また、設計費ではございますが、庁舎のほうで、非常電源を賄うための設置費

についても今回の予算で計上させてもらいます。 

そのほか今言われましたその他の発電機の関係でございますが、既に各課にお願いしまして、現

状の発電機の数量。それから今後必要なものということで教育施設だったり文化施設、その他、避

難所、札弦・緑・清里も含めましてどれぐらい必要かということ今検討するところでございまして、

今後、６月に向けまして今後、発電機につきましても必要な所については、整備を進めて行きたい

というふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君.。 

 

○５番（池下昇君) 

 今回農業集落排水施設ということで、予算計上がされておるわけなんですが、直接的な話ではあ

りませんが関連していることで、農業集落排水事業についてお伺いしたいと思いますが、今回こう

いうふうに発電機の提案がされているわけですが、実は実施設計委託料ということで、今回２千７

００万円、この施設に予算計上されておりますが、常任委員会の中で全く説明もなく、今回この提

案がされていることについてどういったことでこういうふうになったのか、お伺いしたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

 特別会計の部分になるのですが関連ということで農業集落排水施設に関しましては常任委員会に

おいて機能強化事業の中身に関しましては御説明させていただいているとおりでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 特別会計なのでどうしょうかと思ったんですが、この施設に関連しているってことで聞いたんで
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すが、当初予算の２月１４日の常任委員会の中で上がってきてないというふうに感じていたんです

が。その辺もう一度お願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

 今回の予算を２千７００万円計上させていただいています。２千７００万の中身と致しましては、

清里地区と札弦地区の全体の実施設計の部分の予算計上になっていまして、全体の修繕の内容につ

きましては以前の委員会の中でご説明させていただきました。 

 

○５番（池下昇君) 

 わかりました。 

 

○議長（田中誠君) 

 ほか、前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 発電機がらみで、終末処理場中で大きな発電機が入ると思うんですが、それに伴い同じように燃

料もかなり容量的に大きくなると思うんですが、そうなると移動をどう考えるか。かなり大きな発

電機になれば重量的にも３トン越えとか大きくなる。緊急性を要する時に燃料は満タン。あるいは

そういう方向で移動時の問題。 

そしてもう１点は、やはりどうしてもメンテ。エンジンですから冬期用の軽油を入れるのか、あ

るいは夏用なのか。そういうところが絡んできた時に、突発的な案件でエンジンがかからない。あ

るいはメンテがしっかりされていなければ、それなりの状況もあるんで、そこは管財そして総務で

どのようにその管理手法を考えているのか。この２点、あわせて答えて頂きたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

 発電機の燃料に関しましては軽油になると思いますけど、軽油に関しまして時期によって変化し

てまいりますので、その時期の軽油を入れていくことになると思います。それで当然発電機ですの

で、停電がなければ回りませんので、それは定期的にエンジンを動かすことによって、いざという

ときにも稼働するような形での管理は下水処理場の方でしていかなければならないと考えています。 

または移動に関しましても、かなりの重量になりますので燃料タンクを含めてユニック等での移

動になるかというふうに考えます。あと他の施設での利用する場合には、ユニック等での移動にな

ると考えます。 
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○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 今は、産業課所管ですが、他の発電機も同じように管理体制、突発的な事案。大きな発電機はそ

れなりのメンテナンスをする。それ以外の例えば各施設、町民センターの発電機もこれはされてい

るとは思うんですけども、そこらへんが一番大切なところであって、常に発電機を稼働させるとい

うようなことをしていかないと、突発的に何かあったときに結構トラブルが多いと思うんで、そこ

ら辺、今後の中で定期的な運用されているとは思うんですけども、今まで以上にエンジンのもので

あるんであれば、冷却水をしっかり変えるだとか、あるいはそういうところ細かい話ですけども今

後とも検討注意されて管理していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 ただ今の前中議員の発電機の関係の御質問でございますが、今おっしゃられたとおり各避難所等、

また施設においても発電機については管理をしているわけでございます。今おっしゃったとおり、

いざとなった時に動かなければならないということで定期的な検査、メンテまた燃料も含めてその

辺十分にやっていきたいというふうに考えているところです。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 今関連の発電機の関係のですが、昨年については９月に発生したということで冬期間でなかった

という問題点はクリアできていると理解するわけですが、今の答弁の中で清里町に、例えば今、全

体的な話の中で老健やそういうところにある施設等にある燃料についても、冬の間は冬期用に変換

されたのかどうなのか、そういうメンテナンスというのはどういう状態でされているのかという部

分再確認でお伺いしたい。 

極論でいきますと、シーズンに応じて今買いますよという表現をされたわけですけども、それが

一番ベターですけども、そういう形はコストが非常にかかっていく。当然エンジンですので前中委

員言われたように毎年１度のオイル交換などメンテナンスは必要だと思いますが、燃料の入れかえ

をするのは、非常に大変な部分も入ってくるかなというふうに思うんで、そういう部分を考えたと

きにメンテナンスのあり方。そして燃料の仕方は、冬期間一本だけで入れるとか、いろんな形があ

ると思うんですが、そういう総合的な環境が今の実態の中でなされているのかという事について再

度伺います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 
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○総務課長（伊藤浩幸君) 

 今の加藤議員の質問については、保健福祉総合センターの大きな非常用電源のことでしょうか。

その関係につきましては行っているというふうに思います。そちらのほう所管の方に聞いて、答弁

をさせていただきたいというふうに思います。いずれにしましても、その他の施設において発電機

につきましては、きちんと点検等行いながら行っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 本来は町民会館費の方でお伺いしようかなと思っていたんですが、ここまで大分出てきているん

で、関連という形で質問させていただきます。先ほど来皆さんおっしゃられている、去年の９月大

きな地震によって電力が全部供給ストップしてしまったと。いろいろな発電機もすごく大切だとい

う話までは聞いているんですが、それに対する今後の導入なりいろいろ検討していくと、６月また

やっていくという話だったんですが、１点だけ、去年の９月の議会中で発電機は解るんですが、お

おきな避難所の１つとして町民会館に対するソーラーパネルの部分が本来だったら、売電専用なん

で、そういう停電時には使えないと。ただその後、非常時のときには切り替えられないのかという

質問をさせてもらいました。その後、それがどのように実際検討されて、現段階でどういう形にな

っているのかということを聞きたかった。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 ただ今の町民会館の太陽光の絡みの部分だと思いますけども、これにつきまして前回のときにも

質問ございました非常時切りかえの関係でございますけども、これについては実は検討しまして、

パワーコンディショナーの交換が必要というふうには検討しているところでございますが、このパ

ワーコンディショナーがかなり高額ということもありまして、実際のその設備の容量ですとか設置

方法も含めまして、今検討を進めて、これについて６月に向けて検討しているところでございます。

現在については、小さな発電機において対応ということで、それを使っていきたいというふうに考

えているところでございまして、太陽光の関係については、パワーコンディショナーも含めまして、

いろいろ検討を進めているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 今検討されているということで、安心したんですけれども、そのパワーコンディショナーは、か

なりな高額なので検討しているのですが、差し支えなければどれくらいの金額なんですか。 
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○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 そうですね数十万で出来ないかなという予想をしたんですけども、百数十万ぐらいかかるという

ことで、それも含めて町民会館屋上に太陽光があるものですから、その電源をどこにとるかも含め

まして、パワーコンディショナーの容量も含めまして検討を進めているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 正直もっともっと高額なのかなと思っていたんで、早急に検討してはどうでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 今現在は発電機等で対応はしますけども、検討も早急にすすめていきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 発電機関連で恐縮ですが、町が管理している施設で、緑清荘、パパス、緑の湯があるんですけど

も、そこにおける発電機の対応というのは、今回のブラックアウトで個々にまちまちだったので、

民間との発電機の協定の中で活用されている部分もありますけども、パパスに限って言えば、民間

の発電気で対応した。あるいは民間の発電機を活用しながら対応したんですけども、そこら辺協定

の中で連絡的なものがいってなかったのでないかなという、その事業所で個々の対応がなされたの

かなと思うんですけど、そこら辺の対応をどう今後の中で連携ができるのかという問題点と、また

それに鑑みて、配線が発電機に対応できる電気工事、これもたぶんあると思いますけども、そこら

辺の対応は、本町においては事業所がありますから十分対応はされたとは思うんですけども、そこ

ら辺の連絡やりとりの仕方もやはり今後スムーズにいければと思います。 

それと先ほど来出ています燃料に関して、本町でもスタンドを営まれている会社がその緊急時に

おける協定を、町と結んでいるという話を聞いておりますけども、ある部分ＪＡのガソリンスタン

ドは完全になくなったという部分も現実ありますけども、軽油はある程度の備蓄があるけども、ガ

ソリンが枯渇するとなると、発電機の小型のものは、ガソリンがかなり多いのかな。また町民の中

でもそういう発電機でいざ使おうと思っても、どこでガソリンを買ったらよいのかなという声も現

実出てきて、そういうそこら辺どうしたらいいのかなという声がかなりありましたんで、そこら辺
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の行政としての対応の仕方をしっかりとできる範囲で構築されていただきたいと思うんで、今後と

もよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 今、前中議員からありました９月６日のブラックアウトについては本当にさまざまな課題を与え

ていただいたのかなというふうに思っております。まず前段の各施設との連携の関係でございます

が、今回９月６日の時にはそこまでの連携については取れていなかったのが現実でございます。今

後特に指定管理者については、連携をとりながら発電機の整備体制も進めていきたいというふうに

思っているところでございます。 

また燃料関係で石油、ガソリンの関係でございますが、町内のガソリンスタンドがございます。

また北見地区の石油組合の方と協定も今後連携協定を結ぶことも視野に入れながら、その後、町内

ともどこまでできるかわかりませんが、燃料の確保は重要と考えておりますので、今後その辺も詰

めていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 発電機その他電源については、いろんな角度でブラックアウト以来御検討されていることがある

と思うんですが、これについては、僕はちょっと温度差があって、確かに大変必要なんですけども、

この町として最低限の電源を確保するということを確認して、設備投資していただきたい。 

発電機についても行政が全部揃えるんじゃなく、民間もどう使っていくかということも大事なこ

となんだろうと。すべて行政が揃えることが、民間自らの動きを止めてしまうということもありま

すので、民間をどう使うかということも将来の電源についてしっかりと町自身が持っていただきた

いと思います。 

さっきの町民会館ですが、避難所なるところだと思いますのでソーラーから採れる電源じゃなく

て、夜間きちんととれる蓄電という方向の中で、中途半端な設備投資ではない、きちんとした設備

投資を最低ここだけは確保できていますよと。どこも全部必要とはそこまでの設備投資は費用対効

果を考えると大きな負担になりますんで、財政出動のあたりで、きちんとした電源需用を考えて、

１カ所だけはきちんとできるという。中途半端な設備投資がなくて蓄電も含めたしっかりとした検

討をしていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

ただ今の町民会館の関係でございますが、今回の当初予算におきましても、総合庁舎維持管理事
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業の中で、発電機総合庁舎の設計委託業務という予算の方を計上させていただいているところでご

ざいます。これにつきましては総合庁舎、それから町民会館も含めた設計ということで、今回計上

しているところでございましてこの設定後、町民会館総合庁舎含めました非常用電源の関係につき

まして総体的にきちんと避難所でありますので、それも含みました対応をとっていきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解頂きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 将来、太陽光パネルだとか自然エネルギーについて、電気の使い方が将来も変わってきていると

思います。単価が一般家庭で２８円になりますが、これが売電と言いながら実際に売電はそれより

低い形になります。昼間、発電して潤うということじゃなくて蓄電池に充電するということが将来

的には出てくると思います。安い夜の電源で、蓄電池に充電するというこれが将来的な１つの流れ

になってくるだろうし、将来のことを十分検討した中で、進めていただきたいと思いますんで、余

ったものは売るんですけども、どうやって使っていくか、普段に使う電源として使っていく、安い

夜間電力で蓄電していく、全く今までと違う部分になっていくと思いますんで、その辺を含めてぜ

ひ検討していただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 今の蓄電の関係でございますけど十分に検討しながら進めて行きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 発電機の話ではないですが、もうブラックアウトは限りなく起きないであろうと思っております。

そういう中でも最低限の環境の中で整備していくかというを念頭に、全部どこもここもなんて、行

政がやって行く時代ではないだろうと思っています。 

今回のこの防災の関係でもう１つありますが、ハザードマップが提案されているが、内容的にど

のぐらいの災害、洪水そしてどういう地区を持って、今回これを計画するとされているのか。同時

にもう１つその関連なんですが、町内は同じように洪水がおきた場所は特定されている現実がある。

前から改修します、計画はできていますと、それをどういう形で今後進めようとしているという中

で、これらの時期との整合性をどう捉えて、今回のハザードマップを作成しようとしているのか。

この辺についてお伺いします。 
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○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 まずハザードマップの作成の関係でございます。このハザードマップにつきましては水害等の被

害の想定範囲、避難場所、避難経路などを示した地図のことでございまして、今回６６０万円とい

うことで作成業務の方を検討させていただいているところでございます。これにつきましては清里

町内におけます河川の大雨時の水害リスク、それから避難に関する情報で、地域の方に周知するた

めこのマップを作成したいというふうに考えてございます。斜里川水系の北海道管理地域における

洪水の判断区域図に変えまして、清里町が管理いたします河川の一部についてマップを作成してい

きたいというふうに考えてございます。 

雨量の想定でございますけどもこれにつきましては最大の判断で示されているのが２４時間に雨

量４４８ミリの凄い量に基づく判断でございます。これだけではなくて過去データをもとにしまし

た雨量を基に、ハザードマップの作成をしていきたいというふうに。何種類か過去のデータ基づい

て、これぐらい降った時にはどうだということで、何点か想定しながら、このマップを策定して作

成していきたいというふうに考えているところです。 

 

○議長（田中誠君) 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 今１時間に４８０ミリ表現でしたか。２４時間。それと同時に、河川の氾濫まで含めてという表

現をされたかと思うんです。それは清里町内にある河川の氾濫まで想定したマップを今回策定する

となるととんでもない状況であると思うんです。もう一度具体的に。現状１００ミリ１時間でちょ

っと短期間に降るだけでも、洪水が起きている環境があるんで、そのような状態にない、大規模な

洪水を踏まえた中でハザードマップをつくろうとしていると理解してよいんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 先ほど１時間に４４８ミリがですね。今、洪水氾濫区域で示されているのがそれなんですけども、

それであれば、本当に全部のところが洪水になってしまうということがありますので、それではな

くて、例えば２００ミリとか１００ミリとかそういうのを想定した過去のデータを見ながら今回こ

のハザードマップの方で作成していきたいということで、北海道がつくったのが、洪水氾濫区域図

なもんですから、それでなくて清里町の地形とかの実態に合ったハザードマップのほうを策定して

いきたいということで、過去のデータも参考にしながら、作成したいというふうに考えてございま

すので御理解いただければと思います。 
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○議長（田中誠君) 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 １時間４４８ミリが降るということなら当然のように斜里川の氾濫があり得るかもしれませんが、

そうなった時点には清里町全員避難しましょうという形になってしまう状態だと思うんです。 

そういうことも必要かもしれませんが現状として、このマップを作成する日常生活基本的に想定

外と話が流行っていますけれど、そのマップ作りの中での現状の把握という非常に大切なってくる

気がするんですが、本当に道が示されているからといって、４４８ミリのマップを作成したらどう

するんですかって話になると思います。実際にこのマップを行政的にどういう形で結果としてつく

られたものを活かしていくかということが一番大切になってきますので、今年度、本当に道から示

された基準の中で今後取り組まなければならないのか。 

私はそのことよりもこの辺を整理していただきたいんですが、日常的に瞬間的に１時間当たり１

００ミリ、２時間ぐらい降った所で洪水されるような場所、これらの対策をどうするのかという現

状の把握というまず、大切な部分があると思う。その辺の経過をどうしていくか、補助金がついた

らやりますと言いながらできない、こういう部分をきちっと整理しておくことが私は大切ではない

かと理解するわけです。自己資金でやるならやる。そういうことと兼ね合わせた中で、今回のハザ

ードマップを何年までにやることによって、現状の部分が将来にわたっては緩和されて大丈夫です

よとか、こういう形の連動された環境でなければならないと思うんで、その辺を踏まえた中でハザ

ードマップをつくるなとは言いませんが、本当に今後活用できるもの、そしてマップをつくること

が最大の目的ではなく洪水を減災する環境、このことを前に進める努力をお願いをしておきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 先ほどこちらの方で説明させていただきました洪水氾濫区域図、これについては北海道が今示し

ている２４時間の雨量で、１時間当たり４４８ミリの大雨が降ったことによるマップを今のところ

示させておりますが、これでは先ほど加藤議員がおっしゃったとおり、全清里・札弦・緑の洪水被

害があるということで、日常的にまた現状に即したデータのもとに、今回このハザードマップをつ

くっていきたいということを考えているところでございます。おっしゃれたとおり、このマップを

作成しただけでは当然役に立たない、きちんと公表して、また避難に生かす努力をあわせて進めて

いきたいというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 確認ですけども、本町緑ダムにおけるハザードマップは、どのような関係性を持ってつくるのか。

もう一度認識するときかなと思うんですけども、ダムにおける貯水量と強制放水があることによっ
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てまた河川の方に流し込みをするということもありますら、そこら辺今回のハザードマップは検討

対象になるかならないのか、そこだけ確認して頂きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 現在想定しているハザードマップについては、ダムの関係については想定しないマップというこ

とで検討しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。 

８目町有林管理費、４５ページから４６ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 ありませんか。質問がなければ次に移ります。 

９目総合庁舎管理費４６ページから４７ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 先ほど随分発電機の関係で質問があったんですけども、確認させていただきたいんですけども、

総合庁舎の発電設備の業務委託料で３１２万という非常に大きな設計業務がされていますが、この

最終的な計画は、庁舎全体をカバーする電減を確保するためのものなのか、そしてその金額がわか

れば教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 今予定している発電機の設計につきましては、庁舎全体カバーする発電機、非常用電源というこ

とで検討しているところでございます。まだ設計が終わってない段階で、工事費についてはまだ想

定はできませんが、概算で過去の保健福祉総合センター等を確認すると８千万ぐらいとか経費がか

かるのかなというふうに想定するところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 
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○２番（堀川哲男君) 

 専門家でないのでよくわかりませんけども、総合庁舎全体をカバーするための電源が実際必要な

のか必要でないのか。あるいは災害対策本部。最低限本部をカバーできるだけの電源だけで間に合

うのかどうなのか。その点も含めてこの実施設計において検討を加えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 現在設計につきましては、庁舎全体をカバーすることで設計をしていますけども、今後どのよう

な形で非常用電源の容量ですとか、今後実際に算出することになっておりますので、その辺総体的

にどういうような形でできるのかということを検討していきたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

よろしいですか。次に移ります。 

１０目町民会館費、４７から４８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１１目支所及び出張所費から１３目緑センター費まで一括質疑いたします。 

４８ページから４９ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ４８ページの支所及び出張所費の中の緑支所管理運営事務費、臨時職員賃金に関してちょっとお

伺いしたいんです。３０年度が１０１万４千円ということで、来年度が３倍以上の金額となってお

ります。先日の予算の説明の時に再任用から臨時という話をちょっと聞いたっていうふうに思うん

ですが、今後どういうふうなことでこういうふうな金額になったのか、もう一度説明願いたいなと

いうふうに思いました。よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 ただいまの緑支所の関係の御質問かというふうに思います。職員につきましては、３０年度まで

におきましては今委員おっしゃったとおり、再任用職員ということでこの業務に当たっていただい

たところでございます。これについては支所費ではなくて、給与の方で予算計上しています。今回

この再任用職員が臨時職員ということに変わりましたので、その関係の賃金ですとか社会保険料等

支所の経費で見ているということで、今回金額が昨年から比べて増額になっているということでご

理解をいただきたいというふうに思います。 
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○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 これは数字上だけでこういうふうになっているというだけで臨時になりましたけれども、賃金は

そんなに変わっていないというふうに理解してよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 再任用職員と臨時職員とそれぞれ給与の算定が違いますので若干当然中身等も違って金額等にも

違いがあるのかなと思いますけれども、それぞれの算定に基づきまして、今回臨時職員の賃金の経

費を計上させていただくということでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

よろしいですか。次に移ります。 

14目町民活動施設費、５０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１５目顕彰費から１６目報酬等審議会費まで一括質疑いたします。 

５０から５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１７目 職員福利厚生費、５１ページ。河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 職員研修事業費が昨年度からみて下がっている。前回の委員会の中のその部分かなと思いますけ

ども、ぜひこの部分は地方になればなるほど、ぜひこの辺の経費はむしろ上げてどういうふうに職

員のモチベーションを上げるかってことを十分検討していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 今、河口議員おっしゃるとおり、研修については非常に大切だと認識しておりますので、今後職

員のモチベーションをアップさせるうえでも検討してきたというふうに思っております。 
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○議長（田中誠君） 

 よろしければ次に移ります。 

１８目行政情報システム管理費５１ページから５４ページ。河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 セキュリティクラウド委託料が１００万ほど昨年より下がっている、セキュリティということで

検討されている中で下がった理由は。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 今回セキュリティの関係で下がっている要因でございますけども昨年までＬＧＷＡＮ回線で２重

にチェック機能をかけてございました。その関係でいろいろ検討した結果、一ついかれた場合、全

部に駄目なってしまうということで２つやらないで１つで十分かと精査しまして、今回セキュリテ

ィ関係ですね。回線ダブルチェックをやめてその関係で、今回、減額になったということでご理解

いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。なければここで説明員交代になりますが、質問漏れはありませんか。 

前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 広報費で思ったことがありまして、人口減少で進んでおり、自治会活動がうまく機能できていな

いと話も自治会の中でありまして、広報紙の配布の関係なんですけども自治会におろして、各班で

広報紙を配布するという従来のやり方で配布されているわけですが、ここに来て高齢化の自治会が

散見されてきた中で班体制も機能できない。あるいはその班長さんが、広報紙を配ろうとするんで

すけども入院されている。そういうときに、広報紙が滞るということがあるという話がありました。

その中でやはり自治会としてもそういう広報紙の配布の中で何らかの支障が来している。特に高齢

化になると、夜間になると車の運転がままにならない。こういう話もあります。そうなると、自治

会長がすべて配布。そういう自治会も現にあると聞いていますけども、そこら辺情報的に捉えた中

でそういう交付金とは言いませんけども、対応を今後の中でどう捉えているのか。今急な話であれ

ですけども。そういう現実を認識していただければなと思うんで、今後に向けて検討していただき

たいと思うんです。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君) 

広報の配布の関係でありますけども、今、議員御指摘のとおり、高齢者だけで住まれている農村

地域の関係での中では各自治会やそういったところでご苦労されてることをお聞きさせていただい

ております。 

町としましては基本的に自治会に広報紙をおろせていただく、状況によってはその自治会が小さ

くてさらに範囲が広いということになれば、班が例えば１つが２つに分かれている班もありますん

で、状況を見させていただいて、自治会ではなくて班にそれぞれ配付をするとか、それについては、

状況を判断された中で柔軟に対応しているところも実際にあります。ただそれを何でもかんでもや

ってしまうと、収拾がきかなくなるというような部分がありますんで、それについては状況判断の

中でということでご理解を賜りたいというふうに思いますけども、今お話しのとおり、今後はそう

いった事案がもっともっと増えてくれば、町としても郵送にするだとかいろんな部分で検討してい

かなければならないというふうに思いますんで、今後とも自治会長とも協議してまいらなければな

らないのかなと、そのように思っています。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 ４１ページの地域活動推進事業についてお伺いしたいと思います。交付金ということで１千３０

０万の予算づけをされてるわけですけど、それぞれ各自治体の自主的な取り組みの部分について、

交付金と解釈するような部分ですけど、ここ何年かで交付金を予算づけしてますけど、実態として

その交付金対象となるような事業の事業数は増えているのでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

このまちづくり交付金でありますけども、おっしゃるとおりいろんな項目があります。花いっぱ

い運動でありますとか、いわゆる敬老会でありますとか、自治会活動とは別に共生のまちづくり事

業もあります。総体的な事業数どうだという形でありますけども、こちらで押さえている部分でい

けば、増えてもなく減っても無くというふうに思っております。 

ただ協創のまちづくり事業、よく言われるイベントだとか事業をするというような部分について

は、ある程度増えてきているのかなと。ここ１～２年同じような数字がありますけども、そういっ

た部分では総体的には増えて無く、減ってもいなくそういう形で理解をしております。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 今、増えてもいなく減ってもいなくと言ったような答弁があったわけですけど、ただここにも審
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議資料の方で趣旨等を書いてますけど、最後の方に住民と行政の協働によるまちづくりをさらに推

進を図ると書いてある。各自治会高齢化も進んだ形の中でやはり自治会の取り組みって言うか、大

事になってくるんじゃないかなと思うんですよね。それは国の縮図と同じように、国が地方創生を

掲げて地方がそれぞれいろんな形で総合戦略とかを打ち出して取り組みが進んでいるわけですけど、

だんだんやはりその取り組み自体が高齢化してどんどん取り組めなくなってきている。また、市街

地の若者たちが土日に行事を挟んでもなかなか参加できない実態もある中で、やはりきちっと地域

が活性化しない限り、町の活性化はないと思うんです。そういう部分では、地域活動推進事業とい

うことで名をうっているわけですから、ぜひとも地域の活動が進んで、地域が活性化する形の働き

かけだとかそういうものをきちっとしない限り、事業的に増えて行くことになっていかないと思い

ます。そこで、予算付けをしましたよという形で取り組みを進めている１つの考え方ともちょっと

お聞かせ願いたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 私、増えても無く、減ってもいなくというような表現をさせていただきました。ある一定の数字

は保たれているのかなという形の中で御理解をいただきたいなというふうに思います。 

当然のことながら自治会活動、地域活動を活性化させるためにこの事業を使っていただいている

わけでありますから、その地域活動、自治会活動が活性化していかなくてはならないと考えており

ます。この活動について、活動補助金、交付金については交付してからかなり年数も経っているわ

けでありまして、先日も内部協議でこの活性化の中身について特に敬老会事業、高齢者いきがいづ

くり事業の中身について今の要綱でいいのかどうかというような議論もしたわけであります。 

今後、こういった事業が活性化するように中身についても内部検討さらには議会とも必要に応じ

て協議をしていかなければならない時もあるかなと。そういう時にはよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 今は内部協議もされているということで、若干ちょっと安心をするんですけど、町の職員も自治

会の構成メンバーであるってことは確かなんです。そういう中で町の中は活性化されたような部分

とあるのかなと思いますけど、札弦や緑地区、高齢者を抱えているところで、若者があんまりいな

い形の中で、そういう自主的な１つの動きが実際できるのかったらそれはちょっと不可能かなと思

っているんです。そういう中で、思うんですけど地域からきちっと活性化するような形の動きをし

ていかない限り、今の国の縮図と同じで田舎からどんどん寂れていく。そういう取り組み自体もで

きなくなっていくことが、現実問題として清里町に生まれていることだけは、職員としてきちっと

把握しておいてほしいと思っている。その推進事業費として取り組む以上、取り組みまで含めてお

膳立てしてあげない限り、取り組みはしていけないと思うんです。手取り足取りという部分でなく



88 

て、幾らかでもその芽が出たときにはそのことに対してきちっと補助をしていけるような、そうい

うものは事業の体制の中では、持っていてほしいと思うものです。札弦も冬のお祭りの取り組みも

あります。これに沿った形の中で申請を出して、補助をいただいてやっているわけで、それもやっ

ぱり皆さん高齢化しています。だんだん恐らく体制的に大変な部分を担ってきているわけで、そこ

できちっとやっぱり本町から若者を派遣してでもきちっとやれるような体制、緑地区も今盛んにい

ろんな形でいろんな取り組み始まるんじゃないかなと思うのですけど、そこの人間だけではきちっ

とやっていけれないと思うんです。そういうお互いに助け合うような形のものもきちっと持たない

と地域は活性化していけない部分かなとひとつ要望としてお願いしておきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 ご意見として十分にお受けしたいというふうに思います。いずれしましても議員おっしゃるとお

り、地域活動でありますから、自主的な地域活動が基本というふうに捉えております。その中で町

がどういうことが出来るのか、どういった支援ができるのか、どういった協力が出来るのかといっ

たところ、地域によっても違うのかなというふうにも認識しておりますので状況に応じて、またそ

の内容に応じて、しっかりと町としてもバックアップしていきたいというふうに思っていますし、

申し上げましたように、地域の自主性をいかに引き出すかというのも町の責務というふうに思って

おりますので、その辺を含めてご理解頂きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。なければここで暫時休憩いたします。ここで１１時５分まで休憩といたします。 

 

                             休憩  午前１０時５６分 

                             再開  午前１１時０５分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、再開いたします。 

 先ほどの発電機の管理の関係について総務課のほうより。総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 先ほどの加藤議員からの質問の保健福祉総合センターの非常用発電機関係の燃料関係の御質問で

すけども、保健福祉総合センターにつきましては燃料はＡ重油を使用しております。暖房も同じ燃

料タンクの中でその分を非常用電源に使っているということで、常に無くなったら燃料を補充しな

がら、常に新しいものが入っているということで、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 加藤議員。 
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○７番（加藤健次君) 

 今回設計をされているんですが、Ａ重油の方向性でいくという事ですか。先ほどは軽油という話

もありましたけど。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 今、設計の方で予算計上もさせていただく予定になっておりますが、タンクの容量等も含めまし

て、今現在施設の暖房についてはＡ重油ですけどもそのへん全体的に検討の方を進めていきたいと

いうふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 それでは、質疑を再開します。３項開発促進費、1目企画振興費から２目土地利用計画費まで一

括質疑を行います。５４ページから５６ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

４項庭園のまちづくり事業費、１目花と緑と交流のまちづくり事業費。５６ページ。河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 農地管理業務委託料が計上されていますが、従来無かったと思います。これは、どういう。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 今まで科目が豊かな田園づくり事業というところにありましたが、どこかといいますと上斜里の

駐車帯のところで町で管理している土地がありますけども、そこにキカラシだとかそういった花を

植えさせて頂いている事業でありますけどもそこで豊かな田園づくり事業からこちらの花とみどり

と交流のまちづくり事業に移行したということでご理解ください。 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。 

５項徴税費・１目徴税費、５７ページから５８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ、次に移ります。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費５８ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

７項選挙費・１目選挙管理委員会費５８ページから５９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。２目参議院議員選挙費 ５９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。３目知事道議会議員選挙費 ６０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。４目町長町議会議員選挙費 ６０から６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

８項統計調査費、１目各種統計調査費、６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

９項監査委員費・１目監査委員費、６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。ここで説明員交代となりますが質問漏れはありますか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ５６ページの花と緑と交流のまちづくり事業について花壇植樹帯等整備事業費。昨年より約２０

万程度少なくなっております。昔から見たら、予算も少なくなったのかなという思うんですが、実

際花壇等というところに樹木も結構植えられておりまして、除雪のときに非常に町民の方々が難儀

している部分も話を聞きますが、例えば台風とかがあった場合、倒木とかされていることもありま

すけども、倒木はほとんどそのままになっているのかなというふうに思いますが、今後の今のまま

の形態で進めていこうと、町として考えているのか、その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君) 

 基本的には、今植さっている木を撤去するとか、そういった部分はないわけでありますけども当

然のことながらその災害にかかる部分で倒木があったり、それから何本にわたるとか、そういった

部分であれば、新たに木を植えないで場所によっては、やらさせていただきましたけどもシバザク

ラを植えるとかいろんな方法をとっているところもある。ケースバイケースでありますけども、そ

ういったところをやらせていただきたいというふうに思っています。どちらにしても、そういった

安全対策を踏まえて、今後とも花と緑と交流のまちづくり事業を進めて行きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 わが町だけでなくて、この近辺斜里町にしても、小清水町にしてもあちこちで道内で、こういう

ふうに花を植えてやっている市町村は結構見受けられると皆さんもわかっていると思うんですが、

実はあまり私もあちこち見てるわけじゃありませんが、見ている中ではほとんどの市町村が花だけ

なんですよ。あまり樹木を植えているところは無いんで、課長答弁がありましたように、これは形

を変えないでということなんですけども、結構植えたときは小さくてそれ程でもなかったんですが

結構毎年大きくなっているんですよ。それで樹木も松があったり、違う木があったりと結構いろい

ろとまばらに植わっているという部分もありますが、この辺を余り大きくならない程度にしっかり

と小さく整えたり、そういうことを是非していただけたらなというふうに思いますが、そこに関し

てどうですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 周辺の町村では結構花の取り組みはされているけれど、木は見ないという話でありますけども、

逆に視察で来られるところでは、木もあって、花もあって緑豊かで彩りもよくてというような評価

も受けているような部分もございます。 

ただ議員おっしゃるとおり安全対策だとか災害対策だとか住民の生活に支障をきたす。そういう

部分があれば、当然のことながらそういった部分を改善していかなければならないというふうに思

っておりますんで、そういった部分が明らかになれば、何らかの対応はしてまいりたいというふう

に思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。なければここで説明員交代のため暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時２６分 

再開 午前１１時３０分 
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○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 １０項総合戦略費、１目総合戦略費６２ページから６５ページ。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 ６４ページ。日本で最も美しい村事業費ですが、もう加盟になって何年か経っていますが、まず

実際どのような今までメリットがあって、どのぐらい効果がでてきているか。お聞かせください。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

日本で最も美しい村連合の関係でございますけども、御承知のとおり加盟にあたっては、加盟数

が６３加盟町村。それから関係する民間の企業も８７。それから準会員数も多数あります。そうい

った部分の中で徐々にそういった関係町村と今連携を図ったり、各企業と連携を図っているところ

です。実際に事業としておりませんけれども、富士フィルムという会社とは写真展の開催について、

美しい村連合の写真展について開催をする部分で協議を進めていたり、そのほかふるさと納税の関

連の企業だとか幾つか企業との接触も試みている部分でございます。さらには直接の町村との交流

ということではなくて、北海道の札幌の大通り公園や東京の恵比寿ガーデンプレイス。そういった

加盟町村合同の特産品の販売だとか、展示とか交流だとか、そういった部分もさせていただいて、

清里町も入っているんですけども美しい村を民間の旅行会社が主催する美しい村を周遊する旅行、

そういった部分のアップしていただいておりまして、実際に数名清里にも訪れているというような

情報も聞いております。こういったいろんな媒体を使って、今後清里町の魅力アップを図るととも

に町村の交流さらには企業との交流によって、清里町のそういった経済効果も高めていきたいとい

うふうに思っておりますんでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 今答弁の中で富士フィルムとのコラボという話があって清里町なのかそれとも美しい村連合なの

か、どっちなんです。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

富士フィルムから打診があったのは、美しい村全体のそういった写真展を回りたいんだと。各市

町村を横断して転々とさせていただくところの１つとして、清里町どうですかという御案内があっ

たんですけど、ちょっと町の方も準備体制も整ってない部分もありましたんで３０年度については、
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見送らさせていただいたというような部分です。またそういった写真展事業でありますとか、３１

年については、そういった先ほどの旅行だけではなくて、例えば観光でいけば、スタンプラリーこ

れは結構人気がありまして、道内の加盟町村１０町村をスタンプラリーによって周遊する事業であ

りますとか、そういった事業も３１年度も開催される予定でありますんで、観光事業、交流事業合

わせ、どちらにしても積極的に行ってまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 今漠然となんとなくの話で富士フィルムにしても、こちらから打診じゃなくて、向こうからの打

診で、町として美しい村連合というものに加盟して、それを積極的に使ってどこかに町から発信し

てこれを足がかりに何かを行っていく。それによって効果を得ていくっていうような取り組みはま

だ行われていないという理解で良いんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 今の中で全体の全国の組織それから全道組織それらを連携しながら、今言ったスタンプラリーで

ありますとか、美しい村をめぐる旅行でありますとか、物販の販売でありますとか、そういった部

分で協力しながらやっているというような部分があります。町としてはそういった各連携事業の他

に先ほど申し上げました各企業８７社、準加盟企業もおります。そういった企業と今後どういった

ことができるのか、６３の町村とどういったことができるのか、それについても引き続き検討して

まいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 僕が聞きたかったのはそこですけれども、前の議会の中でも、多分課長同じような答弁されてる

と思います。サポーター企業がいるんだと。そのサポーター企業に今後いろいろ打診しながら、い

ろんなこと取り組みを行っていきたいと、今後検討していきますというのは前の時と同じ答弁でそ

こから何も動いてないんですかってことを聞きたかったんです。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 幾つか町村とは具体的に話を進めているところもあるんですけども、例えば本州の町村では、小
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麦を使ったおやきをつくっているような長野県では、小麦をうちの部分を使えないかとか、そうい

った担当者レベルではそういった話をしたり、東北のある一部の町では、かなり学力が高い町もあ

ります。そういった部分でどういった取り組みをする、これは教育委員会と具体的に進めたわけで

ありませんけども、こちらの美しい村連合の事務方の中でどういった事業をされているのか聞いた

り、少しずつ町村の特徴がありますんで、そういったことを聞きながら、参考となる分は少しずつ

参考にさせていただいている部分もありますんで、そういったところも含めて、先ほど申し上げま

した企業を含めて、使える部分についてはしっかりと使っていかなければいけないのかと思ってお

りますんで、こちらから発信する事業についても、なるべくそれをキャッチできるよう努力してま

いりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 今課長からの答弁を聞きまして、安心しました。なかなか時間のかかることだと理解しておりま

す。せっかく日本で最も美しい村連合に加盟するという事業を新たに行って、年間２００万近くの

予算ですが、せっかく入ったんですから、自らどんどん動いてアプローチして、これをうまく活用

をどんどんやっていってもらいたいなと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 当然のこととながら全国組織それから全道組織の中での活動のこと、そちらから発信する事業に

ついてもできる限り努力を進めたいというふうに思っておりますんで、ご理解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) 

 ６３ページの空き家対策に関する予算ですが、今年度５０万ということで、ここ数年ずっと５０

万程度で委託料が進んでいますが、ここ数年、空き家問題は年々大きな問題になってきております。

加えてこの空き家バンク事業もなかなか軌道に乗っていかないと言いますか、たくさんの空き家の

登録がなくて、現実にたくさんの空き家バンクとしての機能がまだ物足りないというのが現状だと

思います。それを踏まえますと、この５０万という金額が果たして足りているのか。金額だけの問

題ではありませんけども、空き家対策に対して片付けの問題いろんな問題も議会の中で討論されま

したけれど、空き家対策この問題は非常に大きな問題となっていますし、近々の課題でもあると思

いますんで、ぜひ重点的に力をいれて、空き家対策に取り組んでいただきたいと思います。要望で

す。 
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○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 空き家バンク事業でありますけども、通常の調査並びにそういった事務が基本の予算計上という

ことで御指摘のとおりかなというふうに思います。そういった部分でなかなかその起爆剤となるよ

うに部分がなかなか進まないところもあるわけですけども、そういった部分含めて新たな事業等々

堀川議員の方からも幾つか提案もいただいておりますし、そういった部分を参酌しながら、今後の

６月以降の予算にも検討材料としては内部の中で検討しているということでご理解を賜りたいとい

うふうに思うのと、当然のことながら今後とも新たな起爆剤となるような、取り組みがあればそれ

はそれで費用がかかるというようなことがあればそれで補正予算を組まさせていただく中で、費用

がかかるようなことがあれば、そういった対策も講じながら臨時的なそういった活動ができるのか

いうような部分含めて検討して参りたいというふうに思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 空き家の関連になりますが、移住定住促進事業の答弁いただいた中で逆に今年１００万弱ぐらい

小さくなっている。実際は事業費が下がっている現実の中にあると思うんですが、今の中で補正含

めて、どう活用するかという中では、やはりインセンティブがないとなかなか進んでいかないのか

なと思います。ぜひその辺もどういう形のインセンティブがいいのかということも含めて、やはり

せっかくある空き家どう活用するか、きっかけを是非検討していただきたいと思います。例えば固

定資産の免税部分だとか。そういう中で早く処理した方がいいよというようなインセンティブも必

要なのかなと思いまして、検討していただければと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

御意見として十分承りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ６３ページの、移住定住促進事業についてお伺いしたいのですが、数年前から、この移住定住に

関して第１期がこの羽衣南の移住定住ということでスタートしたと記憶しています。第２期に新町

が進んで、ほぼ埋まったかなというふうに捉えておりますが、うちの町の中が結構空き家バンクが
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登録されたりしている分もあって、移住者の方がそういったところを空き家バンクを通して清里に

移住している。これは皆さん御承知のとおりだと思うんですが、今後こういったまた定住促進団地

という括りで、そんなに大きな土地はないのかなというふうに思いますが、そこら辺のことをどう

いうふうに考えておられるか。お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 定住促進団地の件でございますけども、４期目ということになろうかなと思いますけども、今お

っしゃられたように場所等については、事務方でもこういった場所がある、こういった民有地があ

るということで、幾つかピックアップをして何戸ぐらいだったら、建つだろうかとか、そういった

計算なり想定をさせていただいております。実際に定住促進団地を実施するかどうかという部分は

また次の段階になるのかなと思うんですけど、想定の中では事務方ではそういった事務を進めてい

るということでありますんで、当然のことながら移住定住対策の１つの方策として、今後新たな取

り組みとして十分に内部でも検討してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 検討するということで、実際そういった団地を今までもつくり上げてきたわけなんですが、移住

者の方はほとんどいないのかなってこれが実態だなというふうに思っております。やはり近年は緑、

江南、本町も含めて、移住して来る方は空き家対策の空き家バンクを利用して入ってきているのか

な。やはり定住ということに関して言えば、若い方がそういった地域に家を建てられて定住してく

れることに関しては、プラスになるのかなというふうには思っておりますが、ぜひ今後もそういっ

たことに関して促進をしていっていただきたいというふうに私思います。 

続いてですね６４ページ。教育支援事業費についてお伺いしたいと思います。この中で外国人英

語指導業務委託料ということで４７５万２千円予算となっております。これは説明書を見ますと未

就学児、それから小学校、中高生の英語力の向上ということから、たしか今年度からモトエカ町か

ら１人来て現在２名の講師の方がおりますが、実質未就学児に対して、週にどのくらいの時間を子

供たちの英語に関して、触れさせている時間があるのか、まずお伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 ただいまで御質問いただきました、外国人英語講師の派遣日数でございます。保育所につきまし

ては、清里保育所が週１日、札弦保育所につきましても週１日それぞれ朝から夕方までの保育の時

間帯に派遣をしているところでございます。 
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○５番（池下昇君) 

 保育所関係には週１日ということでありますが、これは小学校とか、中・高はどうなっています

か。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 まず小学校でございます。平成３１年度の予定でございますが、清里小学校が週３日、それから

中学校につきましては週２日、高校につきましては週２日ということで１時限目から６時限目まで

もしくは５時限目までの派遣というふうになっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今まで１人体制ということで英語の方やってきました。実質これからの現代社会は英語は必須科

目になるのかなというふうに私も思います。今後、やまと幼稚園、保育所幼保一元化に向けて動き

出すのかなと認識しておりますが、認定こども園になったときに清里町内の全員とは言いませんけ

ども、ほとんどの未就学児が１カ所に集まることを考えましたら、英語に関して、保育所に関して

は週１日という話であります。これらを踏まえて保育所に英語のできる外国人、日本語のわかる外

国人１人で良いですが、そういった方を常勤で入れて、日常的に英語が、子供たち小さいころ覚え

が良いんで、日本語を覚えることと同時に同じスピードで英語を浴びていると自然的に覚えていく

のかなというふうなことを思います。中学、高校に行ったら、当然英語っていうのは、授業の中に

入ってきますんで、そういうふうに下づくりと言いますか。こういうことを小さいときからそうい

った環境を整えて行くことが、非常に清里町にとっても教育関係にプラスになるんじゃないかな。

うちの町は子育て支援に関して本当によその町に負けないというぐらいの支援をして来ておる町で

すので、ぜひ今後こういった環境を他町村でやっていないかもしれませんけれども、ぜひ前向きに

考えていただきたいなというふうに思いますので、要望しておきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 ただいまの件でございますが、平成３０年度から外国人指導助手２名体制といたしました。その

大きな目的の１つが幼児教育また保育におけるあくまでもこれは語学ということではなく、まず、

外国の方に慣れる外国の文化に触れるということそれを特定のプログラムということではなく、日

常の保育活動の中で常に英語先生がいる環境。そこで触れていくということを目標としまして、３

０年度から実施したところでございます。清里保育所につきましては、２名体制の２名で対応もし
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ているところでございますので、今後学習指導要領の改訂によりまして、小学校で英語の科目が入

ってまいりますので、幼・小・中連携をした中で国際理解と語学については、先生方と連携を図り

ながらやってまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解ください。 

 

○議長（田中誠君) 

 ほか、前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 今後小学校における学習で英語課程が入るという形なんですが、そこにおける英語の講師等々は

道教委なりの中で対応できるのかできないのか。これ本町特別の中の支援という形で総合戦略ある

いはそういう形でかなり、重点支援してきているんですが、今の話を聞くと、そういう形になれば、

なったなりの道教委として対応、そして本町としてまた継続的に確保するのかどうなのか。説明願

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 小学校の英語化につきましては、平成３２年から正式に学習指導要領改訂いたしますが、本年よ

り既に試行という形で実施をされております。道教委といたしましては現在の先生方の研修を積み

まして基本的に指導していただくということになっております。本町の場合、全国に先駆けて昭和

６０年代から外国人英語講師を小学校に派遣をしているという実績がございまして、そういう意味

で小学校でもネイティブの先生とチームティーチング。これをできる基盤ができておりますので、

今後学習指導要領が改訂した中でも問題なく進めていけるのかなというふうに考えております。 

 

○４番（前中康男君) 

 チームティーチングという形で対応していきたいと。それは小学校における学習の中の話しだと

思うんですけれども、幼児教育も今後進めていかれると思うんです。実証的にどのような変化が見

られているのか。そういうものもやはり何らかの形で検証作業がなされるべきと思うんです。幼児

教育の３歳の教育におけるコストパフォーマンスが必ず高い。これはもう文献では間違いなくあり

ますけども、そこらをどう生涯学習課なりでおさえながら、今後の英語教育をやはりそこもしっか

り検証作業を終えた中で、お話しされているか。事業的には２名の外国人を採用して、そしてまた

同じように外国人英語指導業務委託事業という形で、そういう部分で全体の中で英語教育に特化し

ていると思うんですけども、どのように今後の中で幼児教育の形となっていくのか。人数的にどう

なんですかと疑問なんですけど。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君) 

 まず外国人英語講師の人数でございますが２名でございます。委託料につきましては業者の方か

ら１名派遣をしていただくための委託料でございます。そのほか平成３０年度よりモトエカ町から

直に雇用をしている講師がおりますので、その部分につきましては臨時職員の賃金の中に含まれて

おります。外国語にかかわる先生につきまして２名ということでございます。 

幼児教育における効果が高いということを当然言われているところではございます。小学校で英

語が入るということで、これにつきましては中学校との連携が不可欠になってまいります。それと

同時に先ほども申し上げましたが基本的な部分といたしましては、保育所とそれから小学校これに

つきましては新入学児に園児のいろんな意味での連携それから情報共有をしておりますので、その

中で保育所での効果について検証をしていきながらどんな形で幼児・保育所の中での英語活動がベ

ーターなのか。小学校と連携をとりながらそこで検証してまいりたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 人数的に勘違いしていました。検証という事は幼児教育でこうだという確実なものはないんです

けども、そういう姿を見せるというか、町内においても幼児教育に対する特化されてここまで対応

している行政はそんなにないのかと。そこら辺引き延ばす形でＰＲ活動していただきたいというの

がありますし、こういう大切な事業であります。やはり継続性も必要であるし、もう少し専門的に

配置した中で、講師をもう少し軽減できる対応ができるのか、できないのかわかりませんけども１

名で対応できるのはそういう形も今後の中で検討するというのも１つあるのかなと思います。そこ

ら辺も踏まえて検討していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 人数も含めてでございますが、２９年度まで派遣はしていたんですが年間に５～６回ということ

でした。それが今年週１回フルタイムでということでございますので、その部分につきましては、

年度末終わった段階で１度保育所の担当の先生とその効果、それから次年度のやり方手法について

協議をしてまいりたいというふうに考えます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 もう１点ちょっと確認でお聞きしたいんですが、清里高校の総合支援対策事業ということで、通

学バスに関して小清水から来る生徒に、来年度から１年生１人月額１万円の負担というふうに先日

常任委員会でありましたけども町から５千円の補助というのは、毎月５千円の補助なのか。年間に
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５千円の補助なのか、ちょっとお伺いしたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 ただ今の質問は高校のバスで、小清水町から清里町のバスでございますが本町といたしましては

月額１万円を負担していただくということになりますが、小清水町といたしましては基本的に月額

５千円補助をしたいということを聞いているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 これ来年度から１年生ということなんですが、来年度２年生、３年生になる方からはいただかな

いということですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 新、２年生、３年生につきましては入学段階で３年間のお約束をしておりますのでいただかない

ということになります。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 ６２ページの清里応援事業費なんですが、本年度の予算１６４万円ほど。２年前にこの予算は３

９３万円、前年度が２９０万円ということで前々年度からは１００万円のダウン。前年度からは１

３数万円のダウンでこれ何がダウンしてきたのかなということで見てみますと、ゆいま～る清里へ

の補助金が４０万、清里町地域活性化推進事業への補助ということで、前年度は１００万円という

ことでこの部分が今回の当初予算から外れているわけなんですけども、清里を応援していこうとい

う、そういう団体に対しては空白期間をつくるべきではないんじゃないかというふうに自分は思う

んです。補正予算で、この分が見てもらえるということになるのかもしれませんが、清里を応援す

るということは継続的な事業だと思いますので、本来ゆいま～る補助ですとか地域活性というもの

はこの当初予算から載せるべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君) 

 今マイナスの要因でございますけども、今回骨格予算ということでありますので、今までこの事

業の中で補助しておりました団体に係る特産品の販路拡大ですとかそういった部分の団体に対する

補助金については今後補正の中で出していくというようなご理解をいただきたいというふうに思い

ますし、その他でふるさと応援大使でありますとか、中学校のふるさと応援事業でありますとか一

般的なふるさと活動は継続的に行うということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 先ほど言いましたことの重ねてになりますけども、清里を応援する事業というのは継続してやっ

ていることなので、ぜひともその活動に支障のないような応援の仕方で補正前でもお金が必要であ

れば何らかの措置をしてあげる。そのような対策をとっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 この団体補助関係については、ご承知のとおり６月以降の予算ということで御案内しているとこ

ろでありますけども、それぞれの団体活動とかそういったところに、できるだけご迷惑のないよう

活動が停滞しないよう、こちらからも柔軟な対応を図っていかなければならないと思います。いず

れしましてもこういったいろんな形でふるさとを応援するという部分については、新たな取り組み

の検討も含めて今までの取り組みの検討含めてスクラップビルドの考え方を含めて十分に検討して

まいりたいと思いますんで御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。ここで説明員交代で暫時休憩いたします。ここで午後１時まで休憩といたしま

す。 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費、６５ぺージから６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 
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 ２目障害者自立支援費、６６ページから６８ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 ３目福祉サービス事業、６８ページ。 

 

○議長（田中誠君) 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君) 

 ６８ページの福祉サービス事業で伺いたいですが、長年にわたって継続事業としてやっておられ

るわけですけども、福祉入浴券をだされているんですが、どれぐらいの総数になるのか。それと合

わせてどのぐらいの方が利用されているのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいまの福祉入浴券の関係ですけれども、高齢者と身体障害者の方に配付をしておりまして、

実質的な利用の観点からいくと高齢者の方につきましては、約３割程度の方がご利用されているの

かと思っております。出した枚数でありますが、実績でちょっと述べさせてもらいますけども、平

成２８年度が高齢者９千５１８名の方、障害者の方が２千３０５名、２９年実績では、高齢者が９

千２８８名、障害者が２千５４名、３０年度見込みになりますが高齢者１万５８名程度。障害者が

１千２６０程度というような形で２８・２９につきましては実績、３０につきましては見込みとい

うことでご報告申し上げます。 

 

○議長（田中誠君) 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君) 

 これは長年にわたって継続でやっておられるのは事実ですが、やはり７０歳という年齢を区切っ

てそれでこの７０歳ではあっても利用してない方がかなりの数でないかと思うんですよ。投げてい

るといったら語弊があるんですが、利用していない。入っていない。ただ、町で出しているに過ぎ

ない。やっぱりこれを毎年同じことを繰り返しやらないで、例えば年齢をもう少しちょっと前に６

５歳からだとか、そういうことをやはり考えて、同じことをただやっているということに過ぎない

ような事業ですよね。この点どう考えておられるのか。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

ただいまの御質問でありますが、以前は温泉施設が出来たことから始まります。指定管理者の業

務委託の時からその方たちのご厚意によって７０歳以上の方、それから身体障害者の方、これらの

方がお風呂に入りませんかということで始まった事業だと記憶しております。最近ですけれども指
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定管理に出されている部分の中でやっぱり指定管理料の方で圧迫している部分があるということで

２６年度から半額を出すような形になっております。 

議員さんおっしゃったとおり、今使ってない方がいらっしゃるということで、実は高齢者の方の

券というのは民生児童委員さんが各戸を訪問して、配布を行っているような形なんですけれども、

その中でも最初からお風呂行かないからいらないよという方もいらっしゃいます。ですから、これ

が議員さんおっしゃられるとおり６５歳にしたから、どうなるかというのはちょっとまだわからな

い状況でありますけれども、この温泉入浴券、今後も引き続き実施をして、本当に効果があるのか

どうかも今後話していかないといけないかなということで内部ではお話をしているところでありま

すので、議員さんがおっしゃったことも念頭において協議の方を進めていきたいなと考えておりま

すのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君) 

 今ご答弁された今後のことを考えていただきたいんですけれども、これ年間２４回ですよ、です

から２４回の回数を限らないでやはり半年で２４回とか１年に４８回とか工夫がやっぱり大胆な見

直しをかけてやらないと同じことを繰り返しては、意味ないでしょう。要望しておきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいま議員さんからおっしゃられた関係も含めて、ちょっと考えていかなければいけないかな

と思っておりますし、以前の常任委員会ではこの券とそれから交通の関係とのご質問もあったと思

っております。これらも含めて、協議をどんどん進めていきたいなと思っておりますので、御理解

いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ６８ページの福祉サービス事業でお聞きしたいと思います。高齢化が進んで私たちの身近なとこ

ろでこの福祉サービスを受けている方がたくさんおります。今後、徐々にではありますが、こうい

ったサービスを受けられる方が当然増えて行くのかなというふうに予想されておるんですが、心配

するところ、このサービスを受けられる方が増える半面、このサービスの行う側のスタッフの方が

現在どれぐらいいるのかなと思いまして、わかる範囲で構いませんがお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 



104 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 まことに申しわけありません。社会福祉協議会の方の職員の関係になってきますんで、正確な数

字はちょっと持って来ていない状況でありますが、まず福祉サービス費は介護認定を要支援要介護

の受けておられない方を拾う制度っていうふうに御理解いただけたら一番いいのかなと思うんです

けども、介護認定を受けていれば介護保険の方でこれらのサービスを行います。介護認定を受ける

まで、主治医意見書ですとかその辺で日数を要しますんで、それまでの間に緊急で何かしてやらな

きゃいけないときに拾うような形の事業だということで御理解はいただいているかなとは思うんで

すが、ヘルパーの人数とかは、今詳しくご報告できませんので、御理解いただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 正確な人数がわからないという事でありますが、我が町だけなく日本全国こういったサービス、

当然介護の問題になりますけども、介護を受けられる方はたくさんおります。当然私たちの身近な

ところにいっぱいおりますが、そういった福祉とか介護に関するスタッフがどこも人手が不足して

いるという現状にありますので、町として、この福祉介護に関わるスタッフの方の確保を十分に今

後していくために、賃金の問題とか、正直言ってうちの町には、老健、それから清楽園、介護され

ている方はたくさんおりますが、国レベルでこれを支援していくような体制というのは我が町だけ

ではありませんが、そういう事に関して介護の方の関係に進む若い人たちが減少していると。これ

は現状として仕事が大変だとか、その仕事に見合った賃金がしっかりと確立されていないという問

題もありますので、我が町の未来をそういう介護スタッフによって開かれていくのであれば、町が

多少助成をしてでも、賃金の面に関してはしっかりとした対応をとっていただきたいというふうに

思いますので、その辺十分考えてやっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいま議員さんからおっしゃられた内容でありますけども、まず介護保険にも絡んできており

ますけれども、老健、清楽園関係、これらの方は介護報酬の改定で処遇改善がありまして、昨年度

からその部分の賃金関係につきましてはアップされているような形になっておりますので、それは

介護報酬の中から出すというような形であります。それから町の方でもというお話でしたが、人材

確保の支援事業、それから人材確保事業ということで初年度を３万円、次年度から２万円、３年後

１万円という事業が引き続き行っていくような形でありますので、この制度が良いかというのはま

た別の問題でありますけれども、継続して予算措置をしているような状況でありますので、これら

も含めて、清楽園側、それから老健側それらの方と１年に１回とは言わないですけども今いろいろ

な情報交換もしている状況でありますので、その内容を把握しながら予算の方も計上していきたい

と考えておりますので御理解いただきたいと思います。 



105 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 関連なんですが、現在そういう環境の中で運営されている中で、両施設とも十分な職員の確保が

されているのかどうなのか。その部分についてはどうでしょう。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 年に話をしている中では、職員が足りないということでは、足りなくて困っているという部分は、

以前は看護師とかが職種によってはちょっと足りない部分はあるんですけども、一般的な全体を通

して見ると本当に足りないということにはなっていないというような状況であります。ただ、先ほ

ども申しましたとおり専門職、看護師これが足りないよという場合もありますけれども、その場合

も名称は忘れましたが派遣事業等を活用しながら、法的な人数は確保している状況でありますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 そういう中で施設の十分な運営、効率的な入所者数が確保できる、満床の状態の運営をしていた

だきたい。そういう中で、両施設における入所希望されている方の待機人数はどの程度あるのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 待機者数ですけれども、清楽園さんが８６名、うち清里町が２６名。それから老健が７３名、う

ち待機者が３１名という形になっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 高齢化問題の中、２５年問題、これから１０年は非常にこの待機者の人数も多い状態で、現実問

題として、ここ１０年ぐらい真剣に取り組まなければならない問題と捉える訳です。そんな中で、

清里クリニックが入院ができない。ところが入院施設の病棟の中でつながっている環境の中で、活
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用方法としてショートステイなり、これ今後、清里クリニックの入院棟が復帰できるんであれば良

いけれど、そうでない現実の中であの施設の中、そのことを踏まえた時にどういうようなことをク

リニックはやむを得ないけど、町の施設である。待機者の両方合わせると相当数いる、しかも町内

分あわせて、両施設で５０人いる。長期的に入所を認めることはできなくても、ショートステイな

りそういうサービスの中での活用方法なりということについて、検討してみたことがあるのか。あ

るいは、今後検討する余地があるのかそれについて伺います。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 まず入院病棟の方おっしゃられたとおり、今のところ休止になっている状況でありまして、以前

から常任委員会でも月に１度お話し合いしているような状況ですということで話しておりますが、

現在の方たちが来た時に早めに入院を復活したいなということでお話があったわけなんですけども、

看護師の体制ですとか介護士の体制ですとかで現在再開はしていない現状であります。そこの活用

方法でありますが、診療所全体を通して無償で貸し付けておりますので、そこを１部役場が今から

使うというのは、また契約の関係上もありますので、すぐにはできないかなというのが現状であり

ますが、先ほど申しましたとおり１月に１度事務長を挟んでお話をしておりまして、入院の関係も

復活したほうが良いよねと都度お話はしている状況でありますので、ちょっと御理解いただきたい

なと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 もう１点、先ほど福祉入浴券の話が出まして、数字を聞きましたけどだいたい２５パーセント方

ぐらいが利用されている。あくまでも福祉ということでされているんですが、関連づけすれば、こ

の券をいただいて全く使っていない方がいると考えますと、そういう町民の方が入浴券は要らない

んだけど、町として福祉の観点からタクシーの補助とか出してくれた方がありがたいですよという

話があちこちから聞こえるんですよ。これ実は保健福祉課とちょっと課は違う話になりますけども、

福祉という観点から考えたときに町としてこれをどういうふうに捉えているのか。また、昨年私が

一般質問した時の地域交通に関しての話ですが、今後検討としていきたい旨のご発言もされていま

したので、そこのへんはどのように内部の中で話し合われて、今後どういうふうにしていくのかな

ということが、もし答えられる部分で今どの程度なのか。考えていないのか、それともどういうこ

となのかお聞きしたいなと思いました。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 予算審議の項目がちょっと違うんですが十分に検討させて頂いているということでご理解をいた

だきたい。 
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○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 ６６ページの地域福祉推進事業費の中の福祉医療従事者人材確保事業。実績を元にした中での奨

学金なり支度金の予算配分なのかなと思うんですけれど、実際にどのぐらい実績としてあるのかお

教え願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 今６８ページで、質問漏れで答弁します。 

 

○議長（田中誠君） 

 ４目老人福祉費、６８ページから７０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目国民年金事務費、７０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２項児童福祉費・１目児童母子福祉費、７０ページから７１ページ。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 ７１ページ。子育て支援事業費でなんですけれども、第２期の子ども子育て支援事業計画を作成

するにあたりということで、この子ども子育て支援事業計画策定業務委託料が入っていると思うん

ですけれども、実際どこに委託をされているのかと、まずお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 委託先になると会社名になりますけどもよろしいですか。株式会社ぎょうせいというところに委

託をしておりまして、これからニーズ調査のアンケートを行ってそれをもとに平成３１年度計画を

立てるような形になっておりますのでご理解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) 

 今民間業者ということだったんですけどもニーズ調査というのは、町民の御家庭にいろいろ調査

が入るってことなんですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ニーズ調査につきましては、保育所の保護者と小学校の保護者。こちらの方にニーズ調査を行い

まして、それをもとに計画の方に反映させていくということでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君) 

 素人的な聞き方なんですけれども、ニーズ調査はアンケートのイメージでいるんですけど民間に

委託するので２６０万何がし結構な額だなと思うんです。そういう調査研究費とか、資料を作成費、

手当、また管理費ということがこの中に入ってくると思うんですけれども、そのアンケート調査ぐ

らいだとこの業者に頼まなくても委員の方々でもっと単純なアンケートやいろいろもんでもらって

の方がお金もかからないし、逆により身近な人が考えると、良いものができるんじゃないかなって、

勝手にちょっと想像したんですけども、その辺どのように捉えていますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 今議員さんおっしゃったこともあるんですけれども、専門的な全国でおこなっているような業者

でありまして、専門的な知識に基づいた中でのいろんな計画に対することもありますので、今回に

つきましては、民間の業者の方に委託をしたという形になりますのでご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君) 

 ほかありませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

なければ次に移ります。 

 ２目保育所費、７１から７２ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 
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 ３目子育て支援センター費、７２ページから７３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となりますが質問漏れありませんか。 

 

○議長（田中誠君) 

 先程の、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 さきほど勝又議員から御質問のありました件でありますが、清楽園につきましては奨学金が１、

支度金１の計２名の方です。それから老健につきましては准看護師が１名、理学療法士が１名、介

護福祉士が１名の計３名。両施設を合わせて５名の方が実績となっておりますのでご報告申し上げ

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 ５名が奨学金・支度金の利用されているという、若者が携わる人たちも高齢化してきていると聞

いておりますので、きちっと若い人が仕事についてもらえるような環境を整備することが大切で先

ほど待遇の改善の話も出ましたので。また今日の新聞でしたか、１０年経過するとお金が出るみた

いな国で制度的にも取り入れるようなことみたいですが、そこの部分でも若い人の地方の介護や福

祉関係の従事者が減ってきて、高齢化してきているのもあります。うちもそういう制度利用して若

い人が就業できるものを整備してもらいたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 御存じのとおり介護施設というのは入れ替えがすごいような施設でありますが、ただ町としては

町長の政策としても処遇改善の部分ですとか、人材確保をやろうということで、以前からずっと引

き続き行っているような形でありますので、議員さんが話された形含めまして継続して人材確保を

図って参りたいと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 伊藤議員の関連ですが、子育て支援事業計画策定委託事業ですが、非常に大事な部分の策定費を
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２６４万見られています。計画書自身はどういう形で国の助成を受けるか、町がきちんと計画書あ

りますかっていうのが最低条件だとかあると思います。その辺含めて計画されているかと思うんで

すが、問題はそれをどう活用するかということを前提に置いた中で、業者に任せたから、でき上が

った。でき上がったやつにどう違うのとあわせていくかと順番が逆にならないようなことだけやっ

ていただきたい。商工振興計画でも一般質問させていただきましたが、最低助成を受ける時に必要

になってくる。どう活用するかっていう念頭に置いた中で、仕上がって欲しいと思いますんで、し

っかりと取り組みは業者に任せない、どう使える事業計画になるかということを念頭において進ん

でいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 応援の意味のご質問と思いますので、計画を作って満足ではなく、中身のある計画にしなさいよ

ということだと思いますので、それらも含めた中できちっとした事業の推進を図ってまいりたいと

思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで、説明員交代となります。 

 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 1時３０分 

再開 午後 1時３２分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を開始します。 

４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費、７３から７４ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ７３ページの清里町医療関係団体等調査、研究支援事業補助ということで、たしかこれはもう一

昨年から慶應義塾大学の公衆衛生学部が我が町に来ているんですが、大きな金額ではありませんけ

ども食料費１１万、補助金５２万５千円。どういったことを補助助成しているのか。ちょっとお伺

いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 事業の中身ではなくて、補助の内容で合宿等の補助要綱に基づきまして宿泊に対して１泊３千円

分を人数で支出している形でありますし、食糧費に関しましては私どもとお話ししたり、ざっくば
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らんに膝を交えて、昼食会を設けているような形となっておりますのでご理解いただきたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 我が町にこういうふうに来て、どういったメリットがあるのかなと思うんですが、その辺いかが

ですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 メリットと申しますか、実は自治会の方に入っていって、高齢者の方とその学生さん２名体制程

度で御自宅の方までいきまして、実はお話をしているような状況であります。高齢者の方も若い人

とお話出来てよかったということで単なる情報交換になっちゃう部分もあるんですが、それらの中

からいろいろな体の調子ですとかその辺も引き出しながら、保健師の活用しながら行っていってお

りますので、ご理解いただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

 ２目予防費、７４ページから７５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３目各種医療対策費、７５ページから７６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ４目環境衛生費、７６ページから７８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目保健福祉総合センター費、７８ぺージから７９ページ。河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 保健福祉総合センター事業費の中の施設周辺整備業務委託が下がっているんですが、どのような

問題なのか。 
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○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 実際には災害とかで枝が折れたりとか、そういう部分も想定して出していた部分もありますが、

実績的にそこまで使用していなかったのが事実でありますので、もう一度ゼロベースで精査いたし

まして若干下がっているということで面積とかは変更等はございませんのでご理解いただきたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 いろんな委託事業の中で、平均少しずつ上がっているのが他のいろんなところであって、ここは

逆にさがっているので、民間委託の部分を下げているということで地元の仕事をする分については、

できるだけ十分な手当てをしていただきたい。 

もう一点先ほど総務の方にありました特殊建築物報告書が今まで２８年度は３３万円が１３７万

円になっている。特別な報告書が必要になったんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ちょっと詳しい内容になると今手元にないですが、平成２８年度のころは、うちの建築士のほう

で賄えた部分もあったと思います。それが法改正等ございまして、業者に見積もりをもらってやっ

ております。今回も建築の方に見積もりをお願いしまして予算を計上しているという形であります

ので、ご理解いただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 法改正で重要な部分になりますので、長寿命化について、しっかりとした点検が必要になるかと

思いますが、今回は特定報告書が町の施設だけで４００万以上が使われている。これが現実だと思

う。そのために過度な先ほど従来は３３万円が１３７万まであがる。それは過剰な点検もあったの

か、逆に今までの点検がどうだったんですかってこともあるんですが、２８年法改正された中身が

点検ができてないということで、点検がさらに細かく出来ている現実です。この１３７万に対する

十分地元でやったので安かった部分含めて無駄な経費にならないように。 
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○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 やる項目につきましては法令で決まっている部分でありますので、うちの建築の方で試算した部

分です。これが過剰になっているかというと、そうではないと思います。ですけどもそれを基づい

て議員言われるように今後その施設をどういうふうにこの点検報告にやるのかとありますので、そ

れの主旨をきちんとして委託の方はかけていきたいと思っておりますので御理解いただきたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。 

 ２項清掃費・１目清掃事業費、７９ページから８１ページ。 

（「なし」との声あり） 

  

○議長（田中誠君） 

 ここで、説明員交代となります。質問漏れはございませんか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ７７ページの葬祭場墓地管理運営事業費の中の火葬墓地管理業務委託料、これクリーンサービス

に委託しているわけですが、昨年葬祭場墓地に関してブラックアウトの時にたまたま葬儀がありま

して火葬場で埋葬するということだったんですが、ブラックアウトで臨時的に発電機がありますん

で、それを使用するってことで行ったんですが、万が一また停電になったときの準備として通常電

気があるときに、１度こういったことを行ったら良いんではないかというふうに話しましたけども、

その後どういうふうに進めるのかと思いました。計画的に今後クリーンサービスのほうと通常時に

しっかりとやるということであれば、それに向けて準備をしていただきたいなというふうに思いま

す。その辺よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君) 

 ただいま池下議員からございました９月６日のブラックアウト時の葬祭場の使用の関係ですが、

こちらにつきましては火葬があったわけですが、当初は業者の方から今の発電機では若干容量が足

りなくて、途中止まる恐れがあるということもございまして、中身精査させていただきました。 

それで火葬の電源のほかにその館内の電源も必要だということなんですけども、館内電気につい

ては、今の発電機では賄えないということでなっております。業者とも十分調査した結果、館内の

方の発電機については、よそから持ってきて使うと。それを予備電源として備え付けの電気の発電

機を使いまして火葬を何とか行うことができたということになっております。それで、議員の方か

らも以前にお話がありまして、そういったことのないように、事前に点検なりチェックなり、仮に
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燃焼テストなりすべきではないかということがございましたんで、委託業者の方とも話をしまして

燃焼テストは何回かやっております。それで実際にその火葬をしてみたらいいんじゃないかという

お話があったんですが、こちらにつきましてなかなか同意を頂く部分で難しい部分ございます。今、

出来ていない実情でございます。ただ、燃焼テストは行っているという現状に留まっているところ

でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで、説明員交代となります。 

 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時４３分 

再開 午後 １時４４分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費 ８１ページから８２ページ。 

  

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目農業振興費、８２ページから８３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３目畜産業費、８３ページから８４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ４目農地開発事業費、８４ページから８５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ５目道営整備事業費、８５ページから８６ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

８６ページ。地域用水環境整備事業費、地域用水環境整備事業負担金について。２千４３４万６

千円についてお伺いします。これ緑ダムを利用した水力発電事業ということであります。当年度４

億１００万円で、清里町の負担が２千４３４万６千円ということでありますが、これは基本設計と

実施設計で業務委託事業費ということで今後ダムに関して、水力発電が完成するまでの年数、それ
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と総体事業費、そして町の負担金がどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

 緑ダムの小水力発電についてですが、工事の発注の方は性能発注ということで、設計含めた発注

が昨年の１０月に行いました。その後の１２月の道議会で議決を得られて、現在の設計段階となっ

ております。これで設計が終わり次第本工事になっておりますが、本工事の方は３２年度中を本工

事の完了として、３３年度から発電を開始、３３年度の予定では６月からの発電開始ということで

進んでおります。現在のところ総事業費は１４億２千万円。その部分でうちの町の負担金を計算し

ますと、現在のところ８千４８４万５千円ということになっております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 本工事が３２年から始まるということですが、３３年から発電して完成したときに、町の負担額

は８千４００万ぐらいということですが、完成したあとに売電ということになりますと、町の収入

として年間どれぐらいを見込んでいるのか。その辺分かればお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

売電収益に関しましては、今のところ試算で年間約６千万円ほど見込んでおります。発電施設で

北電施設の方に売電する価格です。 

 

○議長（田中誠君) 

 ほかよろしいですか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

１件関連なんですけど、緑ダムはうちの町にあるわけで、負担関係とかそういうものは、各町村

がそれぞれの割合での数字じゃないかなというんですけど。ただこれは協議会があってそこで進め

ている訳なんですけど、その中でやっぱりダムを持っている部分でのその危険性とかそういうもの

も含めてうちが持ち分としてある負担の部分も協議されているのかお伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 
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○産業建設課長（藤代弘輝君) 

 発電に関しましてダムを所有している町村としての特段のメリットは別に定められてはございま

せん。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 １市、４町で進めているという形の中で特に何もなければいいんですけど、何かあった時にとい

うものも含めて、きちっとうちの町にはダムがあるんだと言う、そういうものってのは協議しとか

なくちゃいけない部分じゃないかなと思うんですね。その時に持ち分は均等ですよ、それでは公平

な部分は出てこないんじゃないかなと。そこら辺どう思っていますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

 先ほどお答えしましたとおり、例えば負担金で特別町が優遇を受けるというものはなくて、これ

は１市４町の一定の決められた部分でございます。ただダムがあってそこで発電するということは、

金額的なもの以外で再生可能エネルギーによる発電を行っているのは我が町だというものも同時に

あるのかなと考えます。その辺の言われている太陽光だけでなく、小水力の発電を当町では行って

いると言う所を子供たちに知っていただいて、また別な意味での町としてのメリットになるのかな

というふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 そういうふうに解釈すればそういうような事だっていうことであって、実質的なそのメリットは

無いわけですよね、そこを含めて協議会でそういうようなことぐらいちょっと言ってもいかがです

かとは感じないわけではない部分です。大きな災害はないかなと思うんですけど、万が一あったと

きにも１つの事故に対する危険性は持っているわけであって、やはり抱えている部分での幾分かの

メリットは協議会等で話に出して行かなきゃいけない部分でないのかなと。恐らくダムがあって発

電がずっと築く以上、次の次の世代までずっと続くということじゃないかなと。そういうものをき

ちんと将来にわたって決めていくことは、必要ではないでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 
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 協議の中で負担金の割合だとかの協議には至らないかもしれませんが、今後出来れば、未来永劫

管理していく部分も確かに現実的にありますのでその中で何かしら町として特典になるものが、見

出せるのであれば、その辺の協議をさせていただければないかなと思っております。 

  

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

 ２項林業費・１目林業振興費から２目自然保護対策費まで一括質疑します。 

８６ページから８７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となりますが質問漏れはありませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５６分 

再開 午後 １時５８分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費、８７～８８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 それでは次に移ります。 

 ２目観光振興費、８８ページから９０ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 観光振興費の８８ページ。地中熱設備の関係の保守点検委託料についてお伺いします。きよ～る

の建設事の時から地中熱に関して、たしか調査等を行って予算付けをしたと思うんですが、その後、

この地中熱をどういうふうに利用して、今後どうするのかをまず聞きたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 きよ～るでの地中熱利用につきましても御案内のとおり暖房と冷房という形で、暖房、冷房につ

いては、この地中熱の利用をしてほぼ賄えているという状況でございます。 
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○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 今の課長の方から暖房・冷房ということですが、すべてこれで賄っているというふうには私をち

ょっと考えづらいかというふうに思うんですが、例えば灯油に関しては全く使っていなくて、地中

熱だけということではないというふうに思うんですが、そのへん如何ですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 基本的にモータを回す、ポンプを回す電気代だとかそういった部分は使用しておりますけども、

基本的な冬場の暖房それから夏場の冷房については地中熱を利用して１部電力で調整する部分があ

るかもしれませんけども、基本的には順調に動いて、それらの地中熱を利用した部分で暖房・冷房

については稼働出来ているというふうに認識しております。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 今の補足させていただきます。これは、あくまでも地中熱を利用して熱交換をしていますよって

これはあくまでも電気代の部分に寄与しているという事です。あくまでも地中熱を使って熱交換し

ている、そのために電気料は安くなるという解釈をしていただいたほうが間違いないと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 元の資源について、それを使ってそういう交換してということになるのかもしれません。基本的

な部分の支援というのは賄えるという事で御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 それでは次に移ります。 

 ３目オートキャンプ場費、９０ページから９１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 それでは次に移ります。 
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 ４目江南パークゴルフ場費、９１ページから９２ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。無ければここで説明員交代となりますが質問漏れがありますか。 

加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 観光協会の補助の人件費。昨年とどのように変わっているのか、内訳を教えて下さい。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 ３０年度の人件費の補助の関係でありますけども、７６４万４千円。３１年度が８０６万４千円

でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 今、３０年度を聞いたんですけど、その前２９年度はたしか４００万には満たなかったと思うわ

けですが、昨年１人分の人件費を増やした理由の部分の中で、１年間の中で人員体制観光協会の組

織の体制の確立をしていきますよ。それで今回３０年度についてはそういう形の予算づけもしたも

のですから、３１年度の人件費が増額をしたということはどういうふうに解釈すればいいのか。そ

の辺について。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

 平成３０年度と３１年度の観光協会の人件費の関係でありますけども、事務局長の経費のベース

アップということございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君) 

 それが３０年度に局長の交代ということを考えなければならないので、今年度はお願いしますと

いう形での予算であったかなと思うんです。それは毎年続く問題ではないですねっていうことでの

去年予算審議をされたと理解するわけですが、これちょっとその辺答弁調整もきちっと整理してい
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ただきたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君) 

おっしゃるとおり、２９年度と３０年度の人件費の関係につきましては、１人観光協会の職員を

増やしたという部分の金額を乗せたということで、３０年度、３１年度については一部事務局長の

ベースアップの部分を含めて３０万ほどのベースアップという形になっておりますけども、今後の

体制についてはそのときに私なりも話したかというふうに思うんですけども、時期をなるべく早い

段階を含めて、局長の観光協会の体制についても、お話をしていくということでありますけども、

当然のことながら観光協会の人員体制の中は、観光協会の中で体制を整えて頂くという部分がベー

スとなりますので、そういう部分含めて、町としても意見するところは意見しますけどもそういっ

たベースがあるということは御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 それでは休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時０６分 

再開 午後 ２時５４分 

 

○議長（田中誠君) 

 それでは、休憩を解いて質疑を開催いたします。 

ここで説明員交代となりますので質問漏れございませんか。暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ２時５７分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を開きます。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費、１目道路１橋梁費 ９２ページから９３ページ。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 道路橋梁費についてお伺いします。町は町道、道道とありますけれども、今回清里から札弦まで

の道道の件でお伺いしたいと思いますが２年前に清里札弦間に景観駐車帯を設置いたしました。夏

になると観光客の方が写真を撮っていたり、休憩を取っていたり、様々な方が利用しております。

このことを昨年も聞いたかと思うんですが、夏は非常にたくさんの方が利用しているんですが、冬
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になると除雪がされていない。そのことに関して、たしか１年前にも言ったと思うんですが、なぜ

除雪がされないのか。それについてまずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

昨年の委員会において説明を受けた記憶が私もございます。社会資本整備の会議で土木現業所を

含めた形の会議が毎年開催されますので、その中で私から北海道に質問させていただきました。質

問と同時に冬期間の猛吹雪の時の退避場にもなるんじゃないですか、必要ではないですかというそ

ういう要望も兼ねて質問をさせていただいたところです。結果的に昨年も除雪は行われず、今年も

私が見ても除雪されていない状況です。北海道としては除雪する必要が認められないというような

判断と考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

今答弁だと道の方から認められないという答弁だったんですけど、上斜里の同じ景観駐車帯があ

りまして、あそこは除雪されているんです。だけども札弦に向かっているあの部分はされていない。

先ほど課長も言いました、冬の吹雪時にやはり避難所として利用するという防災の観点から言わし

ていただければぜひやっていただきたい。 

それとあの部分に関して観光計画に基づいて、観光客の周遊滞在を促進するために町の観光振興

事業の中にも部分的に謳っているんですが、なのにもかかわらず封鎖してしまうとうちの町は冬の

観光客は来なくて良いのかというふうに捉える部分もあるし、ぜひ特に今年は吹雪はなかったです

けど、吹雪のために車をそのまま放置しておいて、大型車で突っ込まれて死亡するとかそういうこ

とも北海道の中ではないとは言い切れませんので、ぜひ防災の観点、観光に関しての観点を踏まえ

た上で北海道のほうに何度も足を運んでいただいてこれを何とかしていただけるようにしていただ

きたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

 おっしゃるとおり上斜里にも同じような駐車帯がございます。上斜里のほうは除雪されておりま

す。神威はされていません。先ほど話しました通り、社会資本整備の会議が今年も来月開かれます。

その中で改めまして必要性は私も感じますので、そのへんの要望をいたしたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

他がなければ次に移ります。 
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 ２目道路新設改良費、９４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２項都市計画費・１目公園費、９５ページから９６ページ。 

 （「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３項住宅費・１目住宅管理費、９６ページから９７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目住宅建設費、９７ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 住宅建設費の公営住宅改修事業費についてお伺いします。今回さくらんぼ団地の２棟８戸、屋根

と壁ということで予算と上がっていますが、これはあれですか。現在、空室になっているところを

するのか、それとも入っているところの老朽化しているところを、全般的に行うのか。その辺お伺

いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君) 

 今御質問のありましたさくらんぼ団地の外部改修ということで、屋根、外壁の改修でございます

が、これは以前から計画的に団地全体の改修を進めているものでございまして、全体の部分でやっ

ているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 さくらんぼ団地は結構古いところもあります。さくらんぼ団地の空室状況が非常に長い間続いて

おります。昨年の４月からだけでも、常に５戸～７戸あります。まずこの広報に必ず載っておりま

すので毎月見ていますと、少ない時で５室。多いときで最近は７室ぐらい空いておりますが、まず、

この状況をずっと見て課長どういうふうに思いますか。 
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○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君) 

 公営住宅という制度の中では行っている住宅ですので、所得条件、所得の制限がございますんで、

なかなか入っていただけない所がありまして、非常に苦慮しているところでございます。それで今

たまたま本日公営住宅選考委員会があったところなんですけれども、その中でさくらんぼ団地２戸

入っていただけるということになりまして、実際空室が７という形になっております。それでどの

ようにしていきたいかというところもありますが、羽衣南の古い住宅の住みかえとかそういうこと

も視野に入れながら、今お話を進めているところも何件かあったりしますんで、そういうことの中

で空室の方を少なくしていければというふうに今考えている所です。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 これ調べましたら昨年の４月から今年の３月まで９２の２４、２７。９３の４１。９４の４９。

これ４戸は１年間全く使われておりません。そういった状況の中、人が住まないと家は駄目になり

ますけども役場としてこれを管理している以上、この空室状況を見て、例えば夏場とかに部屋の空

気の入れかえとかそういう対策というものはどのように行っていますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君) 

 完璧な管理とは言えないかもしれませんが、今担当者の方で年に１回なり見に行きまして、そう

いったところの確認とかはしているところです。一日中窓を開けて管理できるかといったらそこま

でいっておりませんが、そのような形の中で中を見たりと、そういう管理はしているところであり

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 公営住宅に関して、最近、ここ４～５年ひまわり団地の方が整備されまして、さくらんぼ団地の

入居というのが本当に少なくなっております。今回屋根、外壁ということですが、空き室を管理し

て見ている状況なんで、例えば埋めていくためには内装の改修とか、そういうこともやっていきな

がら埋めていくことがいいのかなというふうに思いますが、内装の予定は、どのように考えていま

すか。 
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○議長（田中誠君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君) 

 有効利用していくためには内装の方も綺麗にして使っていただく方がいいんじゃないかというご

意見だと思うんですが、そういったことを考えないわけではないんですが、まだ現在いろいろと考

えておりますが、そこまで至ってないという実情でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 ひまわり団地の公住計画も最近は一戸建てということがどんどん増えていて、この一戸建てに関

しても賛否両論あろうかと思います。ただ新町のさくらんぼ団地に関しては、恒久的な空き室状況

が続いているんで、何とかこのいろんなアイディアを出しながら、入居してもらって、今その羽衣

第１の団地も本来は世帯向けの住宅を単身者に貸していることもありますので、そこも踏まえて今

後どういうふうにしていくかと。なるべくもう新しい住宅はそろそろいいかな。あるものをちゃん

と利用していくほうが良いかなというふうに思います。十分検討を加えて何とか埋めていただける

よう努力していただきたいと思います。 

 

○町民課長（河合雄司君) 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君) 

 ただいま池下議員からございましたが、まあ何とか知恵を絞って綺麗にしていればなと考えてい

ます。実例でございますが実際の１６号縁の上斜里団地ですか。こちらの方につきましては退去に

併せまして内装多めに修繕かけまして綺麗にしていきながら入居していただいた例もございますの

で、さくらんぼ団地につきましてもそういったことができればなと、ちょっと知恵を絞りながらや

っていきたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 先日、野川団地に住んでおられる方とたまたまお会いすることができたんですが、風呂の改修で

２年計画で６戸か８戸細かな数字は覚えておりませんが、すごくうれしいと。帰ってきておふろが

新しいということに関してすごく感謝しているんですよ。さくらんぼ団地にしてもいろんな古い団

地はそういったお風呂とか洗面若しくは流しっていう部分に関して、やはりリニューアルすると非

常に住み心地が良いということで、お話を頂いておりますので、ぜひ視野に入れてやっていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。 
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○町民課長（河合雄司君) 

 ただ今、実際２９年で３０年で行いました浴室改修を行った住宅につきましてはユニットバスが

入っておりませんでしたのでその住宅団地、上斜里団地、野川団地の方には喜んでいただけている

んじゃないかと思います。それからできれば入居に合わせ少し綺麗に仕上げてとかそういうことも

したい部分はあるんですが、早急に入られる方もいらっしゃって、タイミング合わない場合がござ

いますんで、そういったことを考えながらできれば計画的にやっていければと思っておりますが、

できたら既定予算額でやっていけばというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ここで説明員交代となりますが質問漏れがありませんか。 

 ここで説明員交代となりますので暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１４分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩時間中に、消防費の質疑を行います。 

 ８款消防費・１項消防費・１目消防費、９７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ終わります。 

  

再開 午後 ３時１６分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ９款教育費・１項教育総務費・１目教育委員会費、９７ページから９９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２目教育諸費、９９ページから１００ページ。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 １００ページの通学支援事業費の中の遠距離通学バス業務委託料６千８００万、これに質問した

いと思います。光岳が学校閉校になりまして２便増え、全４便登校時１便の下校３便と言う事で１

便につき１千６００万ぐらいで、４便で６千８００万ということですけど４便合計すると大きな数

字だなという解釈をするわけですけど、バスの積算根拠ですか。何をベースに１千６００万何がし

という金額をはじき出したのか、お伺いしたい。 
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○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 バスの料金でございます。これにつきましては国土交通省で基準が決まっておりますが、基本的

には距離と運転者の拘束時間これによりまして決まるものでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 国土交通省で決まっているということで距離、そして運転者の拘束時間。業務委託ということで

どこかの交通機関会社に頼むという形だと思うんですけど、金額を見た時に他の町も小清水あたり

はバスを持って運営しているわけなんですけど、自分のところでバスをもって運転手を雇って比較

したようなことがあるのかどうかを伺いたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯教育課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 自前でバスを持った場合、それから完全に委託した場合、２通り導入当初に積算を大まかにいた

しまして、やはり閉校の場合は国から支援等もございましてトータル含めますと委託をしていく方

が安上がりになるのかなということでこのような形で実施をすることとしております。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 ということは今国庫支出で１千２００万ですか。遠距離通学の補助があるんですけど、これが自

主で運営するようなことだと無いというようなことですか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 自前で実施する場合につきましてはバスの購入費のみ補助になるということでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 



127 

 

○６番（勝又武司君) 

 そうなると購入した時点での補助しかないというような見解ととらえていいのかなと思うんです

が、ただちょっと僕的に思うのは金額が４つ一緒になると大きな金額になるなと。学校が無くなる

ってことも大変なことなんだなという解釈をしちゃうわけなんですけど。ただほかの町でも自費で

バス運行という形をとっていますので、以外に小清水あたりは玄関に近いところで乗降ができるよ

うな形をとっているんですね。今回のバス運行関係を見ても何カ所かに集めてそこで乗る形で、大

きな子供たちにしてみれば良いんですけど小さい子にしたらそこで親が連れてバスに乗るまで待っ

ていなくてはいけません。そのことを含めて、自費で運営するようなことも視野に入れたらいいん

じゃないかなとちょっと思ったんですけど、そういう積算の中でどっちが得か考えたときにその業

者に任せられた形が確かにいろんな形で責任が無くなる部分もありますからね。 

これ一般の方も乗降できるような形のものをとるというので、緑線も３月３１日を以て廃止にな

るということでそうなったときに、朝１便というのは、恐らく買い物で利用となると学校生徒に合

わしたら、これは恐らく無理だと思うんですよ。店開くまでどこで持っているんですかということ

もありますからね。そこのことも検討されているのかどうなんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 今回教育委員会といたしましてはスクールバスに特化した形での検討をしているところでござい

ます。そういった意味では学校の始業時間に間に合う形でのこのような時間ということで御理解を

いただきたいと思います。 

また前段御意見御質問ございました件につきましては、極力児童生徒が長距離歩かない形でとい

うことは配慮をしております。当然今回示しておりますバスの路線につきましては、１年ごとに細

かく変わるいうことはございませんが、児童生徒の住んでいる場所を鑑みた中で、場合によっては

見直しを考えております。またバスが、特に冬期間左折右折できるか。そのような状況もございま

すので、そのようなことを踏まえて適切に運行できる路線というふうに考えているところでござい

ます。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 後に言った買い物客については後々こう考えていってもらいたいなという部分もあって、町とし

て買い物難民問題も含めて、どういう対処をしてくってことは恐らく次年度もそういう話が出てく

るんじゃないかなと思います。ただ待っているとなって、もしかすると親がずっとついて待ってれ

ばいいですが、そうでなければ雨が降ったりすることも想定されるんで、そのバスを待ってるよう

な小屋の設置とかそういうことを考えているのか、お伺いします。 
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○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 小屋の設置につきましては既存分にあります小屋の他、今回新たに札弦支所前に設置をさせてい

ただいたところでございます。ただ現実問題といたしまして、これだけの数のバス停すべてに小屋

を設置するということは、現実からいくとちょっと厳しいのかなというふうに思っています。定時

運行する中、待ち時間の無いようしてまいりたいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 はい、前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 今関連なんですけども、既存のバス停の活用ということをやはり考慮に検討されているのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 今回、緑線が廃止になり、新たなスクールバスの路線ということで、実際に路線から外れる小屋

もございます。それにつきましては、今も使っているものですから今後移設等できる場所がござい

ましたら、そこは有効活用し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) 

 冒頭、勝又さんの札弦センターに設置したということなんですが、従来、札弦の町の中でバス停

はあるんです。なぜあそこにバス停を持って行ったのか。そこら辺。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 従来の場所ですと児童生徒の乗降という観点から道道ということも踏まえて危険であろうという

ことであえて１本奥に入ったところに、今回設置をいたしました。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 
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○４番（前中康男君) 

 危険だということで安全対策の意味で中に入れたという説明です。神威西ところでは、道道です

けれども路上で乗降するという話が上がっています。西神威の会館もあるんですが、そことの整合

性は。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 整合性という部分でいきますとやはり交通量が圧倒的に違うのかなということで、札弦センター

の部分につきましては考慮をしたということでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 同じ道道であるなら自治会館の活用も問題ないんじゃないかな。あるいは、その後１６号との萱

野地区、あそこでも道路での乗降をすると聞いています。あそこも道道です。だから理解するんで

すけど野川道路に関しては、札弦センターで乗降しますと言いつつ、片や道道での乗降を認めてい

る。別に派出所の横でも、別に支障は無かったんではないですかという論点にも持って行けるんで

すが、安全対策なんで個々に任せますが。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 現在郵便局前にバス停があるわけでございますが、そこにつきましてはちょうどカーブになって

いるところでもございますし、そういう道路の地形それから交通量ということを踏まえた中で１本

奥に設置させていただいたということでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 関連でちょっと僕そこまで触れんかったんですけど、萱野会館のこともちょっと言われているん

ですけど、道道、１６号も道道だという、道道の交差点で停まるのは、実に危険な世界でちょっと

手前に萱野の会館があるわけです。そこにバスが入れるぐらいの余裕は十分にある。子どもたちの

危険性を考えてバス停の設置は考えてもらいたいなと。札弦だけそういう形でいろんな形の危険回

避のためにそういうふうにしたんであれば、公共の施設を利用してそこで停まって会館を開放して

いれば、雨の日にバスを待つ、小屋の代わりにもなるわけですね。そういうことを検討されてはい
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かがかと思いますけど。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 ただいまの路線の関係ですけれども、４路線いずれの路線につきましてもそういった交通量や児

童数、そこで乗降する児童数ですとかそういったところを勘案しながら、現場を確認しながら、担

当の方で設定をしていったわけでございます。その中でたしかにこの神威の部分につきましては自

治会の方からも御相談があったということですけれども、先ほども申し上げました交通量さらには

札弦の場合はちょうど緑側から来た場合にカーブがあって、また冬等は除雪の雪山があるという中

でやはりここは危険だということでセンター側にバス亭を設けたということでございます。という

ことでそういった判断の中で、現在は進めております。これにつきましてこの路線で４月からスタ

ートしてまいりたいと。全般的にすべての部分につきましては、運行上支障があるということがも

しあれば、それはまた見直しをかけながら進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 細かくはあれですけど、どちらも危険性はあるんですよ。だからそういった意味で自治会館の広

場があるんであれば、入って出るような十分なスペースがありますから、そういうことを考慮する

んであれば、例えば西神威会館でも今後児童数も６～７人ぐらいなのかな。それを道路のところで

言いましてもやはり道道ですから。幾ら交通量が少ないといっても道の管轄下ですから。そういう

ふうに対応を臨機応変にしていただければと。これ以上はしませんけれど。今後の中で、考慮して

頂きたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯教育課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 いずれにいたしましても４月にわれわれ職員も同乗しながら、路線の検証をきっちりしていきた

いというふうに考えておりますので、その際会館前、それから主な道道につきましても注視しなが

ら今後安全対策に努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ください。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 
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○４番（前中康男君) 

 遠距離通学費補助金１千２００万。どこの部分に対しての補助か。国からの支援どのような国の

補助になっているのか。全体の例えばバスの購入費なのか。全体の通学支援に対する補助なのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯教育課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 国の支援でございますが１千２００万。これにつきましては閉校に伴う通学支援ということでご

ざいます。 

 

○４番（前中康男君) 

 積算はどういう。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 あくまでも閉校に伴う通学バスを運行させるための経費ということでございます。 

まず緑でございますが閉校に伴いまして、新たなスクールバスを運行しておりませんので出てお

りませんでした。また今回の１千２００万の積算でございますが基本的には距離それから運行日数、

それから対象となる児童生徒数、これらを計算した中でこの数字が出てまいります。 

 

○４番（前中康男君) 

 わかりました。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。次に移ります。2項小学校費、１目学校管理費から2目教育振興費まで一括質

疑します。１００から１０２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

 ３項中学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑します。１０２ページから１０

４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

 ４項社会教育費・１目社会教育総務費、１０５ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目生涯教育費、１０５ページから１０７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３目生涯学習総合センター費、１０７ページから１０９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

なければ次に移ります。 

 ４目図書館費、１０９から１１０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費、１１０ページから１１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２目トレーニングセンター費、１１３ページから１１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。 

 ３目町民プール費、１１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ４目スキー場管理費、１１４ページから１１５ページ。 

                                （「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ５目学校給食センター費、１１５ページから１１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

ここで質問がなければ説明員交代となりますが質問漏れはありませんか。前中康男君。 
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○４番（前中康男君) 

 学校管理費に関してですけども、１点だけ確認で小学校管理費の中で光岳小学校閉校になります

けども校舎の管理費用と言いますか、消防用の設備あるいは電気保安あるいは処理施設等もありま

すけども、これらは４月以降に関しては管財Ｇに移行するのかわかりませんけども、いずれにしろ

学校閉校後の活用の中でやはり施設公共財として維持管理する最低限の管理費用、ここは今後３１

年度予算の中で見るのか、見ないのか。どのように捉えているのか。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 ４月以降の光岳小学校の校舎の関係でございますけども４月請求分の電気料とか、水道料関係に

つきまして、新年度予算の方で見ている部分でございます。またその他、あの周辺の管理の部分に

つきましては、若干総務課の中で整備も含めて他の旧校舎等と同じですけども、その辺については

予算計上をさせてもらっているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 学校管理費ではなくて、管財Ｇに移るという前段の中の予算づけですから、今、総務課の方から

説明ありましたけども、維持保安する上で消防法におけるどの学校もありますけども公共財施設の

消防用設備等を機能点検業務も活用を進める中でのある程度の予算計上をされるべきかなと思うん

ですけども緑小学校において、今後の中で、そこら辺も含めた計上するべきじゃないのかなと思う

んですけど。 

 

○議長（田中誠君) 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君) 

 現状、緑もそうですけども、光岳につきましてはまだ今３月まで教育財産ということでございま

して、４月以降まだ今後の活用についてまだ決まってない部分でございましてそこの分が、活用方

法が決まった段階におきましてまた予算等の計上が出てくるかなというふうに思っているところで

ございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 
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○３番（河口高君) 

 学校管理費の中で小学校、中学校の備品購入費の中で、パソコンの導入に関わるパソコン処分費

が組まれています。どういう形で処分費用が計上されているか、中身について教えて頂きたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 パソコンの処分でございますが、本体それからデータ消去、それぞれ１台につきまして３千円程

度の処分料がかかっております。それにそれぞれ清里小学校、清里中学校にありますパソコンの台

数をかけた数字になります。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 この中で、例えば小学校が７９台の中の７８万円とか中学校側６９台の６８万円。ほぼ１万円近

いだろうと思いますけども、手間がかかる事なんで当然費用は十分わかりますが、単純にいうと処

分については、これはリサイクルの中で織り込み済みになっていると思います。ですからあくまで

もデータ消去を含むっていう形になっていますが、私はできるだけ依頼して終わらさない。地元が

どう関わり合うかということで、その辺を想定した価格の問題じゃなくて地元が携わるという方向

で財源の中で、動きますんで是非地元の経済効果のある方向で進んでいただきたい。その中で、こ

の処分費用というのは高いかなは思いますけども、この辺は実際に十分検討していただいて進めて

いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 この処分につきましては基本的に購入と一体の中で実施をしてまいりたいと思います。当然それ

につきましては入札行為の中で、適正に実施をしてまいりたいというふうに考えますので、ご理解

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) 

 学校給食のことで、給食費が無料で非常に喜ばれているわけですけども、多少材料費が高くなっ

ても、地元産の良い食材がたくさんあるので、是非地元産の良い食材を使っての給食に力を入れて

もらいたいというのが１点と、食育という関係で地元産の農産物への食育。これは今年度から畑の
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学習というのも取り組まれるというふうに聞いています。地元産のものを大事にした食育を絡めた

給食に力をいれて欲しいなと思います。以前に新聞で紹介されていました。豚汁うどん。あれなん

かは非常に評価されるべきだと思いますし、食育を絡めたしっかりやっていただきたいという要望

です。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

ただいまの御質問、学校給食における地元産の食材をということでございます。基本的にこれに

つきましては、毎月献立に応じて、地元の業者に食材を地元から購入しているわけですが、その際

各食材清里産を使うことを一番とし、それで導入できない場合には道内産、国内産という形で条件

を付しているところでございます。ただ基本的にまとまった量が納品していただける場合と、いた

だけない場合がございますので、極力地元を使っていただきたいということでお願いをしておりま

す。 

平成３０年度の実績でございますが、まだ１月までの実績といたしまして全食材の１１．７％。

これが地元産の食材を使っているところでございます。後段の質問でございますが食育につきまし

ては各学校において栄養士が派遣されまして、授業等を行っております。先ほど御指摘ございまし

た光岳小学校における長いもを使ったうどん、これにつきましても栄養士が同行した中、実施をし

ているところでございますので、次年度以降につきましてもこの地元産の食材を使うこととあわせ

て、栄養教諭を中心とした指導をしてまいりたいというふうに考えますのでご理解いただきたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 そのぜひ、食育の方も力をいれてやっていただきたいと思います。 

あともう１点ですけども、まなびすとは、生涯学習課でしょうか。今までまなびすとということ

で、海外でいろんなものを見て来て勉強してもらうというまなびすと事業というものがあったんで

すが、ここ数年行かれる方がいない状況が続いていまして、昨年しばらくぶりに１人いたというこ

とで非常に良い勉強されてきたふうに聞いています。海外へ出向いて学習してくるものも非常に大

切なことだとは思いますけども、なかなか今までどおり人がいないということを考えれば、国内に

もぜひ目を向けていただいて、日本国内にもいろんな地域おこしでの先進地とかありますのでこの

まなびすと事業を国内に門戸を広げていただきたいという思いがあるんですが、いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君) 

 まなびすと町民海外派遣研修事業でございますが、これにつきましては青年等海外派遣研修事業

から平成２年ふるさと創生海外派遣研修事業、そしてその後のモトエカ町との交流の中での実施と

いうことが行われております。また、その後におきましてはニュージランドに捉われることなく各

海外先進地ということで視察をしているところでございます。その中、国内で研修でございますが

これにつきましては、基本的には事業所ですとかさまざまな団体の中で国内研修というのが実施さ

れているところでございます。また海外研修の補助をする１つの理由といたしまして、外国のこと

を学ぶということをなかなか簡単にいけるものではございませんので、そういう視点からも補助し

てまいりたいというふうに考えておりますので基本的には海外研修ということで今後も進めたいと

いうふうに考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 海外も大切なものとはわかりますけども、国内にもお金がかかります。ですので十分検討しなが

ら検討していただきいただきたいということで要望したいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 この海外派遣研修事業につきましては商工会、ＪＡと協議をしながら進めているところでござい

ますので、今後に向けてただいまいただきました御意見も踏まえた中、あり方について協議をして

まいりたいというふうに考えますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 なければ説明員交代のため暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 3時５７分 

再開 午後 ４時０３分 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 １０款公債費・１項公債費・１目元金から２目利子まで一括質疑します。１１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １１款予備費・１項予備費・１目予備費、１１８ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 給与費明細書、１１９ページから１２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 債務負担行為の調書、１２９ページから１３２ページ。 

 （「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 地方債残高の調書、１３３ページから１３４ページ。 

（「なし」との声あり） 

  

○議長（田中 誠君） 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わります。質問漏れがありませんか。 

  

 

○議長（田中誠君） 

 ここで説明員交代となりましたので暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時 ５分 

再開 午後 ３時 ６分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 一般会計歳入の質疑を行います。１款町税、１９ページから２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２款地方譲与税、２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３款利子割交付金から５款株式譲渡所得割交付金まで一括質疑します。２０ページから２１ペー

ジ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 
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 ６款地方消費税交付金から７款自動車所得税交付金まで一括質疑します。２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ８款環境性能割交付金から９款地方特別交付金まで一括質疑します。２１ページ。 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １０款地方交付税、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １１款交通安全対策特別交付金、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １２款分担金及び負担金、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １３款使用料及び手数料、２３ページから２４ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君) 

 民生使用料の部分でケアハウス使用料が２千７２９万となりますが、これは今現在２０名しか入

っておりませんが、何名を対象にした収入というふうに見込んでるか、それをお伺いしたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ケアハウス使用料ですが、議員をされたとおり現在約２０名が入所しております。それをもとに

平成３２年３月時点で、一応５０名まで入るということで試算をしておりますが、その月によって

どんどんどんどん増えていくような形になりますので、最終的に５０名全員が入れば４千ちょっと

の金額でありますが、その月によって１名が増えて、２名増えてという形になっておりますので３

月末までには５０名入るというような形を目標に金額の方を出しているということでご理解いただ

きたいと思います。 
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○議長（田中 誠君） 

なければ次に移ります。 

 １４款国庫支出金、２４ページから２６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １５款道支出金、２６ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １６款財産収入、２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １７款繰入金から１８款繰越金まで一括質疑します。２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １９款諸収入、３０ページから３１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 ２０款町債３１ページ。 

 質問がなければ次に移ります。 

以上で一般会計歳入の質疑を終わりますが、質問漏れがありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 以上で、一般会計歳入の質疑を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

お諮りします。本日の会議はこれで延会といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。従って、本日はこれで延会とすることに致します。明日は９時半からの再

開となります。ご苦労様でした。 

（午後 ４時１１分延会） 
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平成３１年第１回清里町議会定例会会議録（３月１２日） 

 

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 長   岸 本  幸 雄 

      農業委員会会長   森 本    宏 

    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   薗 部    充 

    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 



141 

    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。 

   議案第１３号～議案第１９号（各会計予算案の質疑・総括質疑） 

議案第 ４号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第 ６号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

   議案第２４号  平成３０年度清里町一般会計予算 

   議案第２５号  平成３０年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第２６号  平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第２７号  平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第２８号  平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第２９号  平成３０年度農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第３０号  平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算 
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●予算質疑説明員補助者 

  総 務 課 主 幹      梅村百合子 

総務Ｇ      主 査  吉本  淳 

        管財Ｇ      総括主査 吉田 正彦 

 

  企画政策課 主 幹      永野  宏 

まちづくりＧ   総括主査 水尾 和広   主 査  田中 誠之 

                 主 査  半澤  忍   主 任  長屋 智洋 

        地域振興Ｇ    主 査  横畠 敏樹 

  町 民 課 主 幹      樫村 亨子 

町民生活Ｇ    主 査  山嵜 孝英   主 査  藤森 宏樹    

        税務・収納Ｇ   総括主査 泉井 健志   主 査  圡井 泰宣 

  保健福祉課 主 幹      進藤 和久  

福祉介護G    総括主査 阿部 真也   主 査  原田  了 

       保健G      保健師長 武山 悦子 

        子ども子育てG  総括主査 鈴木由美子    

  産業建設課 主 幹      酒井 隆広 

産業振興G    総括主査 北川  実   主 査  吉田 慎治 
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開会 午前 ９時３０分 

 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定に

より、議長において７番 加藤健次君、１番 伊藤忠之君を指名いたします。 

 

 

●日程第２  議案第１３号～議案第２９号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君） 

日程第2、平成３1年度各会計予算質疑を行います。昨日に引き続き予算質疑を行います。 

 

○議長（田中 誠君） 

議案第１４号 平成３１年度清里町介護保険事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１５３ページから１６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。歳入、１４７ページから１５０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 議案第１５号 平成３１年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１７９ページから１８６ページ。 

                                （「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。歳入１７５ページから１７６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

議案第１６号 平成３１年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について質疑を行います。はじ
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めに歳出から質疑を受けます。２０１ページから２０２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。歳入１９７ページから１９８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

続いて、議案第１７号 平成３１年度清里町簡易水道事業特別会計予算について質疑を行います。 

はじめに歳出から質疑を受けます。２１７ページから２１９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

次に、給与費明細書及び地方債残高の調書、２２０ページから２２８ページまで一括質疑します。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。歳入２１３ページから２１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

次に議案第１８号 平成３１年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について質疑を行います。

はじめに歳出から質疑を受けます。２４３ページから２４５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

次に移ります。給与費明細書及び地方債残高の調書、２４６ページから２５４ページまで一括質

疑します。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。歳入２３９ページから２４０ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

議案第１９号 平成３１年度清里町焼酎事業特別会計予算について質疑を行います。はじめに歳

出から質疑を受けます。２６７から２７０ページ。 

河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 焼酎販売事務費の中の臨時職員賃金、昨年度からあがっていますけれども、この辺について。 
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○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 ３１年の賃金につきましては、職員１名減の部分で臨時職員１名を、事務職員を雇用する計画で

予算計上しております。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

焼酎については、非常に北のハイグレードセレクションという認定を受けて、今年度非常にそう

いう面で大きな追い風になっているだろうと思います。しかもリニューアルしてから丸４年過ぎた

わけですね、５年目になります。途中で値上げがありました、向かい風の中で大きな北のハイグレ

ードという追い風の中、これは２０１９年度になります。今年はそういう面で非常に大きなアピー

ルできる年なんだろうと思うんです。今、事務職員の給与ということでしたけども実際まち・ひと・

しごとの中で、焼酎の販路維持拡大ということを謳って、３１年度まち・ひと・しごと総合戦略の

中の最後になります。ぜひ追い風の中で事務職員と同時にきちんとした販路を拡大する施策をとっ

てここに販売職員も、臨時でもかまいませんから、しっかりとこの辺の販売に対するさらなる上乗

せをできる工夫。人件費、職員が減りました。逆に増やすという予算をぜひ組んでいただいたいと

思いますので、今後補正された中で十分販売拡大に対してしっかりと計画を立てていただきたいと

思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 今回予算化しましたのは、事務所の臨時職員ということで、事務所に臨時職員が入っていただい

て、その分を職員が外に出れる体制をつくったという形で、ご理解頂きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君) 

 意図は解るんですが、しっかりとした販路拡大ということでは維持することについても、今の職

員が外に出てというより、スペシャリストの工場にいらっしゃる方が販路に出るより、しっかりと

した品質管理をしていただく職員になわけですから。それぞれが持っている力を利用して、販売の

部分が、しっかりと必要なんだというときに、今の職員が外へ出てというよりは、しっかりともう

一度考え直すということも私は必要かなと思いますけども。それについてはせっかく北のハイグレ
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ードが活きる形で、そういう認定を受けたからこれから一安心じゃなく、これでは他力本願です。

他の人に認められたから販路が上がりますってことじゃない、しっかりそれは追い風としてしっか

り組み直す。改めて販売しなければ何の意味も無いことになります。せっかくの商品開発６次化を

４０年前からやった。町がしっかりとここで商品を謳ってそして初めて清里町という名前が出てい

くんだろうと思います。もう一度事務職員じゃなくて、販売にしっかりと力をいれる工夫をしてい

ただきたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 本年度募集した臨時職員の中に事務職以外でも元職員の松浦さんが臨時として応募をしておりま

すんでＯＢということで、経験も豊富ですんで力を借りながら職員全体で本年度営業に向けて努力

していきたいと思いますんで御理解のほどよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 関連ですが、ただいま販売計画の販売を強化してほしいという意見ですが全くそのとおりだと思

います。 

この北のハイグレードセレクションに選ばれたことで、道のイベントですとか、道外のどさんこ

プラザですとか、さまざまなイベントで、焼酎樽が取り上げられる。それによって、チャンスが来

る。間違いなく、売れ行きは上がるんだと思います。そのための努力はしっかりしていただけなけ

ればならないと思いますし、それに加えて、製造のほうも知恵を絞っていかなければならない時期

が来るんではないかと考えます。焼酎の製造は、ワンシーズンに１度きり、秋だけの製造になりま

す。先を見越した上で、製造計画を変更なり、見直すなりということをしていかないと、あとあと

しわ寄せがくるのが目に見えております。加えて製造計画を増やす・増やさないというのも検討の

一つだと思いますし、恐らくは、樽の売り上げが増えるんだと思います。さらに力を入れた製造を

していかなければならない。このことも頭に入れて検討していかなければならないと考えますが、

その点についてはいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 販売に関しまして今現在もそうですが、焼酎の職員だけではなく町の紹介も兼ねまして企画と一

緒に札幌圏、首都圏に出向いております。今後につきましても北のハイグレードセレクションにつ

きましては、道の方からの参加要請が来ると思いますんで、そのときには企画とも相談をしながら

人数を配置したいと考えております。製造の方ですが、５カ年計画の中で、在庫としては２５９リ
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ットルを確保する製造計画としております。樽につきましても、本年度、４０樽の焼き直しをさせ

て頂きまして、今樽の増量を図っている最中でございます。今後につきましても定期的に樽の焼き

直し、新規入替等を進めながら、樽の確保に向けて努力していきたいと思っておりますんでご理解

願います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君) 

 樽の焼き直しを４０樽、本年度計画しているということですけども、やはり焼き直しですので効

率が悪いということですので、新しい樽を購入することについて頭に入れながら、製造計画樽への

重点的な製造計画のシフトと言いますか。その辺も十分検討していただいて、製造計画を新たに作

っていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 今後の製造に関しましては、樽の在庫を十分確保できるよう検討しながら、樽の焼き直し、樽の

新設などを進めていきたいと思いますんで御理解お願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 よろしいですか。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 各議員より焼酎に対する現状と過去における瓶のリニューアルの中で、かなり販売実績等は、倍

の販売が現実顕著に出ているかなと思います。それにはやはり製造と販売のそのバランスの中で、

焼酎会計を運営していく、ジレンマ。しかしそこには販売を延ばそうと一生懸命売れば売るなりの

やはり設備投資あるいは今、現実４０来のあの施設の改修。ここの問題もしっかりと今後の予算の

中でどう捉えるかというのはどうしても避けては通れない問題だと思います。特会の中で、設備更

新あるいは長寿命化の中で今における品質管理の部分でどうしても早急に取り扱わなければならな

い設備の改修、優先順位を持って今後進めるであろうと思いますけども、やはりそこら辺の実際的

な経営、行政としてどうあの焼酎工場を考えていくか、やはりそこは本当に真摯に前向きに検討し

ていかなければ、難しさがあるのかなと私自身思っていますし、町民も同じような思いで、焼酎事

業どうなんだという部分がありますから、ここは、丁寧な議論。そして慎重かつ避けて通れない投

資等も併せて、現状の中では検討するということを念頭に進めていただきたいと思います。あくま

でも、私の単なる考えでありますけども、そこら辺について町としての考え方、販売製造そしてそ

の施設に対する更新費用の関係はやはりどこかでしっかりと説明していかなければならないのかな

と思いますんで、合わせて回答のほどをよろしくお願いいたします。 
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○議長（田中誠君) 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君) 

 現在の焼酎醸造所につきましては、建立してから約３０年ということで、付随します機械類につ

いても同じような年代を過ぎております。機械としても更新時期を迎えているということで、今後

更新計画を進めていくわけですが、進めるにあたり、道や国の補助事業などを模索しながら、なる

べく町の手出しが少なくなるよう見極めながら事業の方を進めていきたいと思っておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 この件について、町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 今事業所の所長の方からもありまして、基本的には生産施設でありますから工場を独自採算が基

本になってくるというふうに理解はしているところでありますが、現状の中でいけばなかなか現実

的には難しい状況にもあるということであります。また設備が更新していかなければならない時期

にも入ってきていることも事実になりますから、しっかりと見極めながらどうあるべきかを考えな

がらやっていかなきゃならないだろうというふうに思っているところであります。基本的な部分は

先ほど申し上げましたけども、ただそれだけでいかない部分も多々あるという中で、町のシンボル

としてどう捉えていくか。特産品の発症の場所としてどう捉えるかという視点を持って、やはり皆

さんと議論をしながら最終の方向性を決める時期が間もなくだろうというふうに理解しているとこ

ろでありますので、その中で議論をさせていただきたいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 今町長の方からも答弁いただきましたけども、やはり町のシンボルという意味合いの中でこの町

の振興対策という部分がやはり大きな部分を占めているのも事実であります。ただやはり経営とい

う部分を捉えるならば、やはりその施設的な更新というのは避けて通れない、これもやはり１つの

ジレンマかなと思っております。先般委員会の中、ある程度の年次計画のシミュレーション中で更

新に対する投資的な費用を組み入れた年次計画がある程度出てきております。それが全部資金充当

に、国の財政あるいは補助を頼りにするという御答弁ありましたけどもなかなかこの昨今、地方情

勢を取り巻く財政的な補助は厳しさがあります。そういった意味を踏まえて、ここは難しさもある

のが事実かなと思いますんで、今この場でどうのこうのはありませんけども、そこら辺も踏まえた

中での事業展開を今後とも検討していただければと思います。答弁はよろしいです。 

 

○議長（田中誠君) 

 ほか、池下昇君。 
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○５番（池下昇君) 

 今回北のグレードということで大変焼酎として良い流れになったというふうに思っておりますが、

新しくデザイン変えて、表にあるとおり平成２７年から売り上げが伸びていると。営業マンも札幌

圏や首都圏に行って努力しているんだと理解できるんですが、やはり北海道の外れです。しかし、

清里町の名物といったら一番先に来るのがまず焼酎。斜里岳とこうゆうふうなことで、来ているわ

けです。清里って焼酎ということでじゃあ北海道でも知れているのと言ったら、それほどでもない。

道南は知らない方が結構多い。しかし、売り上げを伸ばすんであれば、北海道を相手にするんでは

なくて逆に東京に人口が一番多いわけですから、そこを拠点として販売網を出す。東京のデザイナ

ーの方が、５人も６人も協力してくれたんです。それを考えて、私は今後清里町の名前と焼酎の価

値を高めるためには、やはり首都圏である東京。北海道の倍も人口がいるわけです。そこにやはり

アンテナショップをつくり、焼酎ばかりではない我が町の特産品であります小麦でありますとか、

そういったものをやはり販売展開してくようなそういうことを考えていかないと、今後北海道だけ

では伸び率が知れている。結局は焼酎の売上が７４キロ売れていようと一般繰入が毎年あるわけで

すよ。そういうことを考えた時にこれはなかなか難しいかもしれないけども、３年後・５年後を考

えた時にやはり東京ということを念頭に置きながら、販売を実践していくという考えを持たないと、

いつまで経っても同じことの繰り返しになりますよ。そこは課長の答弁ではなかなか難しいと思い

ますが、今後町長始め副町長はじめ町民と職員が一体となって、焼酎をやっぱりもっと考えていか

なきゃなんない。我が町の特産として今後７０年、１００年と続けていく考えをお持ちでしたら、

ぜひそういうことを念頭に考えていただきたいというふうに私は思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 清里が焼酎醸造を始めてから４０年を経過したという時期になってきております。徐々にその知

名度も上がってきているというふうに思っているところでありますが、実態としたら販売量も製造

量も少ない状況ですし、今の設備の中からいけば大体１００キロぐらいまでが、限度かなと思って

おりますので、その範疇での販売をするのか、さらにもう１つその上を狙うのかというふうに思っ

ていますが、まずは今現状の中でやれるというスタイルを求めていかなきゃだめだろうと。 

今般のこの北のハイグレードの食品の指定があったわけでありますから、これを追い風にもう少

しあるいは販路の展開というのはやっていく必要があるというふうに思っております。今現在のそ

の中心となる販路は、北海道は伸びてる中心でありまして、まだまだ道外にこれから食い込んでい

く余地はあるというふうに思っております。今までも北海道プラザがありますから、そこにも出店

をしながらやってきておりますし、それから千石会の会員さんも、東京には１０数店舗を構えてお

りますので、そういうところを中心ベースにしながら販路拡大に向けた努力を続けていきたいとい

うふうに思っております。 

ただ先ほど申し上げましたように製造量との関係があるもんですから、売れたから良いかという

ことはなくて、やはり製造して工業製品であれば、今月つくって来月出荷というのができますが、

それができないという、その見通しのバランスというものをしっかりとっていかなければ在庫を溜
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め過ぎてもまた困るし、また余り在庫を減らしてしまって、熟成期間が足りなくなっても商品に影

響が出るというそこらへんのバランスを十分見極めながら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） 

給与費明細書２７１から２７８ページ。 

 

○議長（田中 誠君） 

無ければ次に移ります。歳入２６３ページ。以上で特別会計予算の質疑を終わります。質問漏れ

がありましたら受けたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

以上で特別会計予算の質疑を終わります。説明員交代のため１０時５分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時００分 

再開 午前１０時０５分 

 

 

●議案第１３号～議案第１９号（各会計予算案の総括質疑） 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて質疑を開始します。 

一括議題となっております、議案第１３号 平成３１年度清里町一般会計予算から議案第１９号 

平成３１年度清里町焼酎事業特別会計予算までの各会計予算について総括質疑を行います。 

前中康男君。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 平成３１年度、総括質疑として私から質疑をさせていただきます。平成最後の予算年度でありま

た、統一地方選挙の年でもあることから当初予算は、継続的かつ道義的予算提案であると認識し、

その中での質問とさせていただきます。 

昨日来の予算委員会の中では防災費に対する質疑が多く、特にブラックアウトに関連する項目が

多く出されました。また、まち・ひと・しごと創生総合戦略における移住定住問題、あるいは空き

家対策の質疑でありました。そして観光施策を担う観光協会の予算のあり方について質疑されたと

認識しております。また教育関連の中で学校におけるパソコンの更新、あるいは３１年度より町内

全小学校が統合された新たなスクールバス体制に伴う通学バス業務委託事業についての質疑がなさ

れたと見受けられます。 

我がまちを取り巻く環境は急激な人口減少と少子高齢化の中で限られた財政の中で自主財源より

地方交付税に頼る中での予算編成は大変であり、且つ各種施策に対し十分に精査し、提案されたこ
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とと認識しております。 

その中で私から２点ほど質問をさせていただきたいと思います。まずは定例議会あるいは常任委

員会でも何度か取り出されました、昨年より施策展開している町道あるいは町有地における支障木

に対する取り組みについて質疑いたします。昨年度より３カ年程度の中で、ある程度の予算計上で

町道の道路整備業務委託費の中で計上されていますが、昨年の中でどのように展開されているのか。

まず御説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

道路関係の支障木の処理の関係でございます。委員からもありましたように、この事業について

は基本的には道路の維持管理という指定管理業務の中で従前とも実施をしてきた部分でありますが、

それが指定管理の範疇を超える部分においても、相当数の支障木が発生をしてきているということ

でこれを１回整理をしなければならない時期が来たという思いから、平成３０年から３２年までの

３年間の事業として全体調査のうえ全体事業量を出し、隔年５００万ずつで、今のところ予算を計

上しながら事業を展開しているということでございます。基本的にこの３年間の中で何とかという

ふうに思っているところでありますが、またその時点で全体を把握しながらさらに必要性があるか

どうかも含めて今後の検討課題にしていきたいというふうに思っております。 

基本的に全体の道路の維持管理という中での支障木というふうに捉えておりますので、指定管理

業者である清建工業への発注の中で事業展開をさせていただいているということでもありますので

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

今説明がありましたけどもその支障木の関係で、関係団体と言いますか、その調査を連盟さんの

方に依頼を受けて、アンケート調査で今の段階では集約されていると聞いております。ただ、その

前段階としての話ですけども、かなりの支障木の道路の箇所、あるいはその町有地。６０箇所以上

の部分が現に上がっているとお聞きしております。そういった意味で今後の中でその対象箇所が、

やはり想定以上に多いのかなと思いますんで、そこら辺今後の展開の方向性として３年で処理でき

ないのであれば、今後とも継続として行われるかどうか、そこの点についてお伺いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 要望箇所の関係でありますが、基本的に農連さんからの調査内容でのお話もいただきましたし、

それ以外に自治会やまた直接的に土地の所有者の方からも支障木のお話をいただいた。その部分を
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取り入れながら、この３カ年の中で盛り込んでおりますが、現状整備をしていく段階で、やはり新

たな場所の追加ということも出てきておりますので、３２年が３カ年の最終という予定は立ててお

りますが、その段階でさらにまだあるようであれば追加をしながらやっていきたい。１回は、きち

んとした中で押さえて、そして通常の維持管理の指定管理の業務としてやっていく、その段階でつ

くっていきたい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) 

 通常の中で３年で実施されなければ継続して何年になるかわかりませんけども、１度は綺麗に町

道におけるその支障木を処理したいというお話でした。それはそれとして有効性を持って執り進め

ていただければならないかなと思いますけども、ただ先ほど６０カ所があるとなった場合のその優

先的な序列づけ、この判断を担当部署がするのか、指定管理事業者にすべて委ねるのか。ここの判

断の仕方というのは本当に適切に処理しなければならないと思いますけども、そこら辺について答

弁お願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 この支障木の処理につきましては、当然道路の管理者としての指定管理者と町と両方相まって、

本年度を実施する箇所についての基本的な部分はそれで調査をさせて実施をするということ。ただ

イレギュラーもありますから、それは臨機応変にどちらか見つけた段階においてそういう対応をと

っているという実情でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 今指定管理事業者と相互に協議しながら、情報を共有しながら取り進めていくというお話があり

ました。現状の中で指定管理事業者そのものが道路における支障木の枝払い等と実際業務内容の中

で、指定管理の中で積算されているのかどうなのか。そこらへんも踏まえて説明願います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 指定管理の委託料の積算の中には通常の枝払を中心とする管理ということで積算の上、委託料と

して計上をいたしておりますが額的には通常でいけば、８０万前後、その年によって毎年委託料が
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変わるもんですから、委託料そのものというのは指定管理料の年間の５年間の全体額が決まります

けど、各年度でその年に何を重点的にやるかという部分を含めて動きが出てきますので、必ずしも

毎年７０万で決めたから７０万っていう訳でなくて、５０万の年があったり、８０万の年があった

りとそういうような形の中で可能な限りその中でやっているということであります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 説明にありましたとおり弾力的に指定管理事業者も道路における支障木処理は今の説明の中では

執り行っているというふうに僕自身は認識しているわけなんですけども、農連さんから出てきた案

件が、やはりそれ以上にまだあるというのもこれまた事実かなと思います。そういった中でその時々

の指定管理の中で、先ほどの５００万の予算以上に指定管理者としてもある程度の枝の処理はして

いるという認識で、そこは間違いないですね。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 そのとおりございまして先ほど申し上げました３カ年間を目標に支障木の整備をしっかりやりた

いという部分は別枠として、その処理のために３ヶ年間の隔年５００万程度を予定したということ

でありまして、道路の通常の維持管理のための指定管理の中には、枝払いを中心とする部分と別枠

で予算を計上してあるという理解で結構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) 

 特別枠で二段構えの枝処理をしていると。なおかつ大きな予算付けの中での３カ年、それが今後

の中で場所的に６０カ所とかそういう部分を処理する上でまだもう少し伸びますよ。というときに、

先ほど来何度もいいますけども優先順位の話がありましたけども、やはり、いろんな部分で一番多

い案件は大型機械、あるいは大型作業機の破損事故、これが一番優先順位が高いのかなと、またあ

る程度情報的な部分では通学道路における、その支障木。そういう要望もあると、ちょっと聞いて

おります。やはりそういうところは優先的に現場に赴きながら展開というか、処理するというのは

もう待ったなしで、ここは進めていただきたいというか、現場におもむきながらしっかりとやって

いただければと思います。 

もう１点、細かい話で恐縮ですけども、伐採した後、完全に処理するという方向で現状執り行っ

ていると思います。町道における法面にある支障木。例えば道路に近い部分にある支障木もあれば、

町道からでている法尻の農地等の境界に近い立木、例えば作業機でスプレーヤが展開するときに作

業の未熟さもあるしれませんけども逆にうっかり支障木にぶつかってスプレーヤの竿が折れるとか、

こういう事案も現段階ではあるんですね。そうなったときに、町道の法面の果たしてどこまでが切

る範疇なのか。結局、町の管理だから町でしてくれと言われたら町はどう対応していくのか。ここ

は年々本当に難しい問題で道路の通行に支障があるんであれば、確かに今の予算中で切ります。農
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家が作業の状況の中で、本当に法尻があるかないかわからない道路もあるんですよ。そのときに帰

属の問題で、町が切れよといったら切らざるを得ないのではと。ここの整理細かいんですが、結構

現実あると思います。ここでどうのこうのという判断はしていただかなくても結構ですけれども、

それについて今の段階でどう考えているか、ちょっと聞かせ願います。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 なかなか難しい見解というふうに思いますが、基本的に道路に支障になる部分については道路維

持管理上、危険度を伴うわけですから、必ずきちっとやらなきゃならない。それが法尻なのか上な

のか、畑の境界の側の道路敷地の空振りになってくるかと思います。それでやはり道路も支障木が

出るし、場合によっては畑側に倒れるとそういうことも散見されるわけでありますから、基本的に

は敷地内の木が倒れる、また枝があるのだということになれば、やはりその敷地を管理している側

がやるというのが原則だというふうに私は思いますけど、ただそうなると、畑に面している、道路

に面してる側、ほぼ同じぐらいのはありますからそれを現状として畑部分を全部やるかということ

になるとなかなか現状とした難しい部分があると思っております。基本的に畑側の方々と相談をさ

せていただいて、できれば畑側の方とうまく展開できればいいかなという気持ちでおります。その

場所によって畑側の方もやれる部分もあるかと思いますけども、場所によってはやっぱり危険でで

きないという場所もありますんで、そこら辺は関係の方々と相談をさせていただきながら、なるべ

く支障にならないような管理の仕方を含めてやっていかざるを得ないかなというふうに思っている

ところで、明快なこうしますという形はなりませんけども御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 明快な答えは、やはり所有物としての帰属を指摘されると、町としてはしっかり管理せざるを得

ないのかと。やはり枝がかなり伸びてきて支障きたしているとなった時には、やはりそこは町とし

て対応するというのが基本的な考え方と思います。本当に小さな支障木に関して限れば、どうなの

かなとケースバイケースで判断していただかないとならないのか。ここは今後の中の担当所管と連

盟さんも交え、あるいは地権者である農家を交えた中での協議しっかりやっていかなければならな

いと思います。今そのような中で対応する。そして切った木の後処理、ここはやはり大変難しさが

ありまして、いろんな中で支障木ということで産業廃棄物であるのか、あるいは一般的な産業ごみ

としてのごみ扱いとして資源活用が出来るものなのか。本当にグレーな部分がありますけども、そ

の認識の中で今現状、この処理切ったものをある程度の最終処分場、斜里にある処理施設で処理し

ていると思いますけども、そこはまず間違いないのかどうなのかの確認を込めて質問します。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 処理した後の木の枝の後始末とい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。基本
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的に産廃で扱う部分と一廃で扱う部分と形態によっては内容が変わってくるのかなというふうに思

っております。ただ現状の中で一廃ということでなれば、町がそのまちその町で処理をしなければ

ならないのが一廃の原則でありますからそれをよそへ持ち出すというわけにいきませんので、ただ

現状の中で清里ではそういう部分を受け入れる設備かありませんので、町の方で今予算を計上して

やっているのは、産廃処理の形で、よそに持ち出して処理をしてもらうお金をつけてやっていただ

いているというのが現状でありますんで、この近くでいけば斜里の産業廃棄物の処理場に持ち込む

という部分と資源化をやっているところもありますんで、そちらにも同じように持ち込んで資源化

をしてもらうとそんなような対応をさせていただいているというのが実情でありますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 今現状で一般処理という形と、産廃として資源化での処理料を見ながら処理しているという説明

と思います。単純に処理料これも３千円とか。 

今から５年ほど前ですか、ＪＡが主体となって伐根の処理、あるいはその倒木、あるいは防風林

の処理ということで、事業展開をした経過のときに切った雑木等々を、その場でチップ化するとい

うことを１度手がけました。そのときは冬の近い１２月近くに、僕もその事業で手を挙げてチップ

化でしたんですよね。それを自分のところでも資源としての活用、チップですから敷き藁にできる。

あるいは農家の方でもされた方はそれを堆積して堆肥とまぜるとそういう取り組みをなさった農家

も現時点でありました。確かに冬の１２月に雪も降っていたんですけども、不思議とチップ化され

た堆肥そのものは発酵温度が高いんですね。そういう部分での今後の展開、ある程度のストックポ

イント的にその支障木を処理したものを堆積し、それをチップ化するという、そういう一連の行程

の動きがなされれば、ある程度町内における一般廃棄物の処理の中で処理できる、そこを行政がす

べからくやれという話じゃないですけども、関連するやはり農協さんあるいは関係団体ともしそう

いう方向性の中で可能であれば、取り組んでいく、これも１つの新しい事業展開かなと思います。

もう少し今後の中の展開の中で煮詰められるものであれば煮詰めていく方向性を持って検討してい

ただきたいと思いますけども、その点についてどのように考えておられるか質問をさせていただき

たい。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 処理の関係でありますが、以前もお話ありましたように耕地防風林の枝なり、また切った後の根

も含めてと思いますが、チップ化するということで機械を借りてきてというのがあります。これか

らの対応の中でどれだけの量が予定できるか、現実的にある程度組み込むことができるのか。それ

を踏まえて農協さんとも十分相談してみたいと。今の補助事業の中でも対応の仕方としては、再資

源化、堆肥化という部分を組み入れていけば、事業の対象にならないとは限らないなというふうに
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私としては直観的に思ったわけでありまして、これは全体の量がなければ余り規模が小さければ機

械の借上げ料の下敷きになってしまうというようなこともありますから、そこら辺を何年間かスト

ックしてやるだとか、いろんな手法が考えられるかなと。国の方の補助事業の中でも産地パワーア

ップ事業だとか畑総構造転換事業だとか、いろんなものがありますからそういう部分でちょっと探

ってみたいなというような気をしたわけでありました。農協さんやまた関係団体とも十分これにつ

いて可能かどうか相談をし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) 

 その可能性について、今後の中で十分検討し、可能性があるならば早急に検討し、進めていただ

ければなと思います。 

次にもう１点、総括質疑ということで質問させていただきたいと思います。清里町内における商

工振興の観点からですけど、過日の配付になった清里町商工振興計画の中でも問題提起されていま

すが、空き店舗、あるいは空きスペースの活用についてまずお伺いしたいと思います。 

御承知のとおり町内のメインストリートと言いますか、旧スーパー。一昨年の暮れに閉店し、な

おかつあそこの空きスペースと言いますか駐車場も現状の中で、除雪もされていない。また３年前

の状態に逆戻りし、やはり中央商店街におけるその顔としての部分が本当に寂しい限りの中で、私

自身も感じているんですけど、そこの部分について、今後身近な買い物場所としての本町の中心商

店街、この活性化あるいはにぎわいの創出、大きな問題でありますけども、この中でどのように行

政としてどう向き合って捉えて展開していくか。これは首長が変われども問題意識は１つでありま

すし、ここはやはり避けて通れない問題かなと思いますんで、その部分での方向性あるいは大きな

話でありますけども、活用の仕方をやはり行政もある程度積極的に改善しながら進めて行く時期に

来たのかなと思いますんで、そこら辺も含めて考えをお聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 商店街における空き店舗の関係でありますが、基本的に清里市街、札弦市街、緑市街、従前あっ

たお店が閉店をし、空き店舗になったというところがたくさんあるわけであります。特に清里の町

の中では元ありました大きなスーパーが閉店をされたということで、それが中心にあるもんですか

ら、よく目立つ状況になっていると、ある一面中心市街地の活用が無くなったように見えるという

ことであります。やはり町の顔であります商店街のにぎわいを持って展開がされているかなという

ふうに思っておりますし、またそれが町民の皆さんの買い物弱者を出さないという１つの運びにも

なるのかなというふうに思っているところでございます。できる限り、空き店舗を新たな店舗とし

て活用していく方が出てきていただきたいという思いはあるわけであります。それに対する支援方

策等で、もしやられるという場合には、店舗出店の支援だとかいろんな部分で中小企業融資支援だ

とか創業者支援だとかいろいろありますから、そういう支援をしながらやっていきたいというふう
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に考えているところでありますが、現状としてはなかなかそこまでまだ至っていないという状況の

中であります。商工会とも経営改善計画もありますから、そういう部分を含めて、連携をとりなが

らその辺についての対応を考えていきたいというふうに思っているわけであります。 

１業種１店舗になれば相当な部分でのインパクトのあることが可能なのかなというふうに思って

おりますが、同業店舗があるという場合においては、そこだけをということになりませんので、共

同のアンテナショップみたいな形でそこをみんなで使うだとか、そういうような共同の立ち上げが

出てくれば、その中に行政としても一緒になって立ち上げていくという方法がとれる。そういう可

能性もあるのかなというふうに思っております。いずれも直接的に行政がお店の展開という部分に

はなりませんので、そういう新規の方々また既存の方々の中で、あそこの店舗をいかに活用をかけ

ながら賑わいを持たせるかというところに町としても一緒になって考えていきたいし、当然商工業

者関係する部分も一緒になって考えていただければという思いでおりますし、それら関係しっかり

と商工会の方にも伝え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) 

 先ほど来の商工業の経営改善計画の中に提示している空き店舗を顔となる部分もありますけども、

それ以前からある空き店舗もやはり朽ちてくる。かなり長期間にわたり、空き店舗化している。そ

ういう全体の中で町並みの中の空き店舗あるいは空き家がやはりここ数年顕著に出てきたかなと思

っています。１業種１形態の中で、薬屋やあるいはマッサージだとかそういう部分のところも結局

は空き店舗。実際こういう冬期間になったときにその除雪は近隣の個店の方々がされている。ある

いは本当に忙しいときはなかなか除雪排雪が出来ない。ところが、やはり買い物弱者である高齢の

方々は、どうしても買い物に行くときにそこに支障がある。ただそこの管理においては、道道が管

轄していてなかなか除排雪もままならない。本当に負のスパイラルではないですけども、現状顕著

に難しさが伴っているのが現状かなと思います。 

やはりここは先ほど来、商工会との話し合いも確かにありますし、他町でありますけども、小清

水町において公共材的なコンビニの出店に対する行政のかかわり方というのは、かなり積極的に関

与されたかなと思っています。あそこの地区浜小清水ですけどもあそこにも競合する個店の方が現

実いるんですね。魚も扱って、雑貨も扱って、その中でなおかつ、ああいうようなコンビニが出店

して、行政がある程度の支援をした中で運営されている。ここの住民間、個店間の調整能力はやは

り、今後の中で行政としても出てくる問題かなと思いますんで、そこら辺大変難しいですけども、

そういう調整能力の中で、もし考える部分、気をつけなければならない部分はあると思うんですけ

ども、今そこのことについて、そういう事案があった場合、町としてどのような対応をとるか。そ

こら辺も含めて話せる部分でいいですからお話ししていただければ。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君 
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○町長（櫛引政明君) 

 各所でそれぞれ店舗が廃止されたという場合に店舗能力が下がっている地帯において、町そのも

のが店舗を立ててお貸しをするだとか、そういう対応をとっている市町村もたくさん今出てきてお

ります。私が見ている限りは相当数が厳しい経営の中でなかなか成り立って行かなかったという状

況のところを中心としながら、廃業されてこのままでは買い物弱者としての絶対数の方がはるかに

上回るという判断の中から、そういう対応をされたんだろうというふうに思っておりますし、また

私もある一面、先ほど申し上げました１地域１店舗になってくると、やはりそういう部分の可能性

というのは相当強いものになってくるというふうに理解をいたしておりますので、今後の対応の中

でということにはなってこようかと思いますけども、仮にそういうような実情が顕著だと十分にそ

ういうような部分を含めて対応をしていかなければならんというふうに思っているところでござい

ます。 

これについて同業種の方がおられるとなるとやっぱり相当調整をしなければならないなというふ

うに思っています。逆にそういう方にそこに入ってもらうことも出てくるのかなというふうに思っ

ていますので、個々の事例によって内容は変わってくるかなと思っております。そういう状況を見

極めながら、方向性も探って行きたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

 １地域に１店舗、本町においてもスーパー的なものは今現状ではＪＡが運営されている店舗もあ

ります。今の言葉の裏返しではないですけども１地域１店舗そういう発想というのも、今後の中で

出てくるのかな。町としての対応は今後検討しなければならないと私自身も思います。 

現状細かい話ですけども、本町における緑地域・札弦地域その中で個店がありますけども、同じ

ようにこのような買物難民といいますか、買い物弱者に対する個店のあり方、お店のあり方という

のが検討されなければならないと思います。そういった意味で緑でも同じように１店舗を運営され

ている方がおりますけども、本当にあの地域においては生命線だという言葉をよく地域の方々がお

っしゃっております。多少は鮮度だとかいろんな問題あるけども、この緑地域からあの店がなくな

ったら、私たちの生命線が無くなる、止められるよと。本当に切実な思いの中で声があるのも事実

であります。 

そういった意味でこのような状態が本町まで波及することは避けなければならないといいますか。

積極的に行政としても対応し、商工振興の中で検討していかなければならないかと思います。そう

いった意味で各地域地域での個店のあり方は、さまざまな考えの中で、今後検討をされるべきかと

思いますんで、そこら辺どのような形で進めるか、今ここで答えは難しいですけども、その関与の

仕方だけは明白に、この場で発信していただければと思いますんで、町長からのお答えをお願いい

たします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君) 

 １地域１店舗の関係でありますが、御案内のように緑、そして札弦はそういう形態にはまってき

ているという状況を十分認識をしているところであります。またそんなことから、地域の方とも連

携をとりながら、どんな形態が良いのか。１地域１店舗といっても、やはり買い支えるという住民

の地域の力がなければ、ただ店舗だけ置けば良いということにもなりませんので、全体として整備

をし、そして整備をされたものを買い支え、運営ができるというスタイルに持っていく、そういう

意識付けも地域としても持ってもらわなければというふうに考えておりますので、そういう中で十

分に地域との連携をとりながら対応策考えていきたいなというふうに思っているところであります。 

 

○議長（田中誠君) 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君) 

今後の行政としての取り組みの中で展開すれば、今後、政策予算なりで具現化されたものが随所

に提案されていることを望むところでありますし、やはりその地域の中で問題がありますけども、

買い物に対する問題、それに伴いやはりどうしても交通問題。移動手段の問題は本当に避けて通れ

ない問題だなと思います。そういった意味で方向性を持って、今後の事業展開していただければと

思います。 

町民の安心と安全をしっかり守ることを念頭に今まで以上に現場認識に立ち、現場の情報を共有

しながら、行政執行にあたられることを願い、私の総括質疑を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) 

 １店舗のお話、また商工振興の話、さらに先ほどの道路維持管理の関係、それぞれいろいろな対

応の仕方があるというふうに理解をするところであります。しっかりとこれからのまちづくりのた

めの対応をとっていきたいというふうに思っております。特にやはり過疎地になったところでの交

通弱者、そしてまた買い物弱者のそうした立場に立った中でそういう方々をつくらないという観点

の中で、努力をしていきたいというふうに考えております。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 次に勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 それでは私の方から総括質疑させていただきたいと思います。昨日より審議されました平成３１

年度の清里町予算編成方針と並びに各会計の予算、４年に１度の統一地方選の年であり義務的経費

を基本とした骨格予算でありましたが、活発な審議の中多くの質問や意見が出されました。十分な

審議がされたのではないかと思うところですが、特に質問すべき点としては見当たらないわけです

が、２点ほど総括の質疑とさせていただき町長の見解をお伺いしたいと思います。 
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まず１点目ですが、人口問題が大きくクローズアップされて２０１４年地方にとって大きな転換

期となったまち・ひと・しごと創生法が制定され、我が町においても翌年の１０月に人口ビジョン

とまち・ひと・しごと創生総合戦略が策定され、本年をもって最終年を迎えます。４年経過し、目

標年次である平成３１年度の実現すべき数値目標とそれに対する政策パッケージが制定されたわけ

ですが、その進捗状況、またそれについての今までの成果についてどのように評価されているか、

お伺いしたいと思います。まずこの質問１点目といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 清里町まち・ひと・しごと総合戦略の進捗の関係であります。この計画の背景については、今委

員さんの方からありましたように基本的に国の人口減少。そして人口の東京への一極集中。これを

新しい人の流れを地方にという思いの中から国の旗振りのもとに、創生法ができ、そして総合戦略

が策定をされ、国の総合戦略に沿って北海道が作り、北海道の計画に沿って地方が作りなさいとい

うことで、全国津々浦々市町村が同じ計画をつくりました。具体的な展開の中身はそれぞれに違い

はありますけど、基本的に地域における安定した雇用を創出する。地域への新しい流れをつくる。

そして若い世代の出産結婚子育てへの夢や希望を叶える。そして地域に合った地域間連携を行うと、

この４つの項目が、どこも同じ項目であります。我が町におきましても第５次の総合計画の中にも

ほとんど網羅をされている項目であって、決して目新しいものではないというふうに私は思ってお

りますが、ただ大々的にやはり国においても一極集中を何とかしなければならん。地方に活力をと

いうことの展開でありましたので、我が町の第５次総合計画の基本的な流れに沿った中に盛り込ん

で計画実施をしてきたわけであります。 

当初はかけ声が良かったものですから、そういう発想を持って取り組み政策を行ったところには、

交付金をつけますという話ですが、いつの間にか補助事業に切りかわって２分の１の補助事業とい

うことになってきたわけでありまして、当初の言われていたメニューもグッと狭められて、ブラン

ド化とかそういう部分での中心的な事業に切り替わってきたということで、我々としては気の抜け

たような計画になってしまったなというのは偽らざるあるところでございます。 

そうした中においても、我が町においては総合戦略費を、新しい新目として位置づけてその中に

さまざまな事業展開をいれてきたわけでございます。全体としては、そういう思いもありますけれ

ども、ほぼ順調に各計上した政策については実施がされてきているというふうに理解をしていると

ころでありますし、特に清里ブランディング事業、交流環境の構築事業さらには移住環境構築事業、

この大きな３つの流れについては新しい流れとしての取り組みとして今展開をしているということ

でございます。今後とも方向性に沿い、そしてまたうちの町の第５次総合計画の総仕上げにもなっ

てきておりますので、その中にも展開をさせながらしっかりとした豊かな、そして自慢のできる町

にな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。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 
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○６番（勝又武司君) 

 ただいま町長の方から４つの基本目標に則ってという話がありましたけど、当初国が言っていた

の部分の中では、町側の捉え方は間の向けたような形のものというような答弁がありましたけど、

ただこの事業に関しても１つのきっかけ、１つの起爆剤みたいなものを与えられたのかなというそ

の辺思う次第でございます。 

国は、人口減少そしてそれに対する新しい人の流れをつくるべく、危機感を感じて政策したよう

な部分ですけど、我が町においてもただいま述べられました、ブランディング事業とか、また移住

交流人口の拡大の取り組みをされているわけですけど、移住定住では、うちの町も何人かそれ以降

移住された方もいらっしゃいます。ただ僕は思うんですけど全体的な人口が減少する中で、全体的

なパイが少なくなる。その中でどこの町も取り組んでいるわけですが、その人の分捕り合戦という

見解の中ではただそこもやっぱりどこか行き着くところ、無理が限界が来るんじゃないか思う部分

です。 

移住定住を進めるのであれば、きちっと住んでもらえるような形の環境整備は十分必要かなと思

いますけど、大きく人口減少、根本的な人口が減少しているっていう部分がネックになる部分でな

いかなと思っています。それもなかなか十分な形で進まない。ましてや交流や観光で一辺倒の形の

中では人の新しい流れはなかなか見いだせない部分じゃないかなと思います。 

人口は、この計画当初の時に１つの清里町の人口ビジョンも制定されたわけですけど、今日の段

階で２月末で４千８４名ですか。うちの町が推計したような部分では、推計した部分に準じている

部分だろうかなと。ただ今年正月から亡くなる方が随分多くて、どのぐらいの方がなくなっちゃう

のかなというのはちょっと懸念されるような部分はあるんですけど、もともとのパイがない中で、

その人を入れ込んでいく部分で少し他の町とは違うような形で、その移住なり、定住なり、また交

流なり観光という策を講じていかない限り、やっぱり目的とするような新しい人の流れをつくって

いくことはできないじゃないかというんですけど、それについてどう考えているか、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) 

 今回の計画の中の新しい人の流れをつくるという部分で先ほどありますように、全体で人口が減

っている中で、地方に云々と言ってもパイの奪い合いになるんではないか。まさにそのとおりかな

というふうに思います。移住定住対策においても、各町村しのぎを削ってなんとかということでや

っている最中でないかというふうに思います。その中で清里町においても、人口減少にはいまだに

歯どめがかかっていないというのは現状ではないかなというふうに思っていますし、人口ビジョン

で示した数値においても、もうそれを当時示した数字よりも割り込んで減少をしているというのも

これも事実であります。ただその中で人口減少においても社会的減少、それから生まれたり亡くな

ったりする方の自然的な部分、そんな部分を見比べて、今この政策をうったから、即この数字がと

いうことではないというふうに思います。全体的な社会的環境の中で動いてきているんだろうと思

いますが、ここ数年来から見ると若干の減少率が下がってきている。それから合計特殊出生率も１．

５８ぐらいまで上がってきていますから、北海道全体では１．３ぐらいですんで、それから見ると
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清里町の出生率は少し高いかなと上がって来ていますが、絶対的なパイが少ないもんですから、大

きく何１０人という形にはなかなかならない。上がっても一人多くなればかなり率的に上がってき

てますんで、単純ではありませんけども、総論として見たときには、そういう部分が少しこれらの

対策・施策の展開だとそういうことになるのかなというような思いをしているわけであります。 

移住定住対策の中となれば、その環境をいかに整えて、清里に知ってもらい来てもらえるかとい

うことになるかなと。これは１つの住宅だけを用意しますからどうですかとかそういう話でなくて、

トータル的に町に居心地さを求めていくということになるんだろうというふうに思っておりますし、

当然働く方々の雇用の場としてのそういう対応もしていく必要があるというふうに思っているとこ

ろであります。特に中でも若い人方が来るとなると、子ども子育ての負担軽減、環境の充実、教育

環境も含めて、しっかりととっていかなきゃならないというふうに思っておりますし、今回のまち・

ひと・しごと総合戦略、以前から本町においては第５次総合計画に基づいて、子ども子育てのしや

すいまちづくりというのを１つの目標に掲げて展開をしてきているわけであります。全体の対応と

しての中から、徐々にそこら辺の数値目標に到達できればなという思いで今展開をしているという

ような状況でありますので、その対応についても、もう少しさらに時間が要するものだというふう

に思いながら、進めているところであります。また御案内のように総合戦略も３１年をもってひと

区切りになります。国の方で次の政策というのは示されてくるんだろうというふうにも思っており

ますし、町の方においても、第５次総合計画であと残すところ２年しかありません。３１年から準

備に入っていかなきゃならないというふうに考えておりますんで、その中においてもしっかりと清

里町の将来方向をつけ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) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 僕が知る限り、うちの店に毎年のように京都からお客さんが来て夏場だけ住みたいと言う形で家

を求めてる人がいます。現にそういう形で夏場だけ住んでいる人も実際に今いるわけで、また都会

の若者に田舎暮らしというか田園回帰と言うんでしょうか。新しい潮流も生まれてきて、そういう

ような部分で新たな潮の流れと言いますか、それもきちっと捕まえて、まちの活性化に生かしてい

く、そういう事例が結構あります全国に。そういう部分で少し今までどおりの交流や観光とか、ま

して移住、そして定住策、そういうものって少しこう形を変えていかなくちゃ、なかなかうちの町

の魅力なり、他との違いというのを見せていけない部分でないのかなと感じる部分なんです。ただ

特に若い世代のニーズをきちんと捉えるとか、また仕事を一線卒業された方、そういう人たちのや

っぱりニーズを捉えるそういうなものがないと、うちの町のそういう特徴のある魅力の打ち出して

いかない限り好んでうちを選んでくれている形にはならないなと思うんですね。 

このあと緑の関係の話もちょっとお聞きしたいところですけど、あの緑の温泉住宅は結構若い人

が入って、新たな仕事を見出しているケースもあるみたいです。そんな中で仕事も含めて、今、町

長も述べられましたが、仕事がないことには、なかなかやっぱりここで遊んで暮らすんであれば良

いですけども、仕事を持ってということになれば仕事がないわけですから、その仕事を見出すこと

も必要になるわけですけど、そういう部分で今までと違った、観光もただの一遍通りの観光じゃな
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くきちっとやっぱり地域の住民とか交流できるような形のそういうものも要望しているような部分

の若者たちもいるわけですから、やっぱりそういう他の観光地と違うインパクトの与えるようなそ

ういうものがないと、魅力は伝わっていかないのかなと思いますけど、それについてどう考えてい

ますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 基本的には委員のお話のとおりインパクトをもってやらなければ、目立つものがなければ、なか

なかよそとの差別化ができないと事実そのとおりかなというふうに思っております。幸い清里町で

は、４年～5年になりますけどもブランディングということで、焼酎ボトルのデザインから始まっ

た外部デザイナークリエーターの方々との知り合いもあり、そこを使いながら、清里１００％のブ

ランディング化に取り組みました。創生事業という中での取り組み、新しい取り組みではなかった

かなというふうに思っております。デザインを使ったまちづくりという部分でのユニークな取り組

みの一つかなというふうに思っておりますし、さらには交流事業ということで、グリーンツーリズ

ムというのだとか体験型のそういうツーリズムのＪＴＢなどとも大型の旅行会社と連携をとりなが

ら、取組みを始めてきた。そしてこれについては、町自体というよりも観光協会ももちろんであり

ますけれども、農村部を含めた中で協力をいただいてただ来てもらうだけでなくて、触れ合えるそ

ういう状況をつくり出していく、そういう部分での交流ツーリズム事業も展開を新たに始めてきて

おります。そんな部分を含めて、よそとちょっと違うような形で清里の良さを知ってもらうところ

から、徐々に始めていきたいというようなことで今取り組んできているところでもございますので、

これらをしっかりと構築しながら、皆でなんとかそういう方向性に持っていけるように、対応がで

きればという思いでおりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。また緑地区の関係

についても、活性化プロジェクトスタートさせましたので、今後の対応の中で、大所高所連携をと

りながら頑張っていきたいというふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 今差別化してというような形の部分と、触れ合えるような形での交流の話が出たわけですけど、

僕は思うんですが、今までもやってきているんですよ。その中でなかなかその展開がきちっと広が

っていかないという部分で、やっぱりＰＲの仕方とかそういういろんな媒体を使ってということを

いろいろ取り組んでやっているわけなんですけど、どこもみんなしのぎを削っていることだけは事

実ですから、やはり目を引くような形のものが今までちょっと欠けていたのかなっていう感じはい

たします。まだまだ抜きんでて先頭に立ってやっている地域がたくさんあります。人のまねしろと

は言いませんけど、見習うところはきちっと見習ってやっていくべきじゃないかなと。先ほど隣の

町の話もありましたけれど、皆がしのぎを削ってる中で、やっぱりどんなことでいろいろ果敢に挑

戦しない限りやっぱり生まれてこないと思うんですね。失敗を恐れたら先には進めないし、そうい
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うものを含めて、より強くそういうものを発信していけるようなもの、焼酎も含めてそうですけれ

ども、果敢に挑戦するようなまちとしてのＰＲは大事じゃないかなと思いますけど、それについて

どう思いますか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 今までも町としてはさまざまな媒体また活動を通じながらＰＲ宣伝活動展開をしています。特に

清里の場合は、先ほど来もありました特産品として４０年を超える、すばらしいものがあるわけで

あります。そういう販売を通じて、町も合わせて売り込んできたというのも事実でございます。さ

らにそうしたものを展開しながら、より活発化するように努力をしていきたいと思いますし、また

各市町村でもいろんな対応をされておりますから、良いものは取り入れさせていただきながら、そ

して知恵比べではないですけども、その中で少しでも前向きに取り組んでいければというふうに思

っておりますし、また情報の発信というのは非常に重要な今媒体もありますので、そういういろん

なインターネット環境の中で展開ができればなということで考えてもおりますので、第２弾のま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の策定が多分出てくるんだろうと思っておりますから、その中にし

っかりと生かしていけるようにしていきたいというふうに考えておりますのでご理解いただきたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 第 2 弾のまち・ひと・しごと計画等も策定という運びになっていくのかなと思っていますけど、

町も早くから都市農村交流とかという形で取り組んできたわけですけど、それらの展開についても

なかなかその展開を見せなさったような部分というのは、町長がいう割には触れ合うような部分で

の交流がきちっとできているのかなってちょっと感じるような部分なんですよね。どっちがどうだ

という部分はわかりませんけど、やはりまだまだちょっとしたきっかけをもとに交流が進んで行く

ようなケースはたくさんあるわけであって、どうしてうちは進んでいかない部分なのかなってこう

感じてジレンマを感じたような部分があるんですけど、そういう部分も１つの果敢な挑戦というか

そういうものがあってこそ、そういう形の展開を見せるんでないかなと感じるような部分です。た

だ恐らくこのマニュアルどおりにこれはこうでないとだめだなんということであれば、その意識が

強過ぎてやっぱり先に進めない部分が出てくる気がするんですよ。そういう中でもう少し肩肘張ら

ないような形のすんなり入っていけるようなガードを固めないような交流の窓口を開いて、今後と

も都市農村交流を進めていっていただきたいなと。 

現段階では今鶴ヶ島、昨年ぐらいから少し様変わりし始めているような気がしますけど、どのよ

うな形で展望していくのかなと。まだまだちょっときちっとした形で、都市と農村の交流ができて

るとは、言える段階ではないと思うんですが、それも含めて何回か僕も一般質問もしましたけど余

り交流が進まないなら、他のところをあたった方が良いじゃないかみたいなこと言ったこともあり
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ますけど、せっかくやはりそういうものできっかけがあるわけですから、そのことを利用してきち

っとやっぱり発展していけるような行ったり来たりしていけるような、そういうようなものをつく

り上げていただけたら良いと思っていますけど、その点につきまして見解をお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 都市農村交流のあり方でありますが、清里町においても今までも鶴ヶ島、また佐野市との間で、

交流事業を続けてきているということがございます。鶴ヶ島市の関係においてはひまわり会という

女性団体を中心としながらその交流の幅を広げてきたという状況の中にありますし、佐野市につい

てはイチゴのリレー苗という経済行為をつけた中での交流のスタートということで、ちょっとスタ

ートの時限が違うわけでありますが、主にはそういう形で交流を進めております。人の行き来とい

うのは余りありませんけど、その他に福島の古殿町との関係で、これも元清里町に農水省林野庁か

ら派遣された職員を介しての町同士のつき合いというのはしているわけでありますが、しからばそ

れについて具体的な綿密な展開がされてきたのかどうかという部分となると、なかなかそこら辺は

難しいところがあるということで、今までも特に鶴ヶ島の関係については、全体的な子供を含めた

交流展開ということで、働きかけをしたわけでありますがなかなか鶴ヶ島市の方の財政も厳しいん

で、人の交換はなかなか難しいということで、どちらかというとこちらの方から出向いていって、

向こうの人と交流しているというのが実情であります。何とか清里にも足を向けてくださいやと前

回言ったときも市長さんの方にはその旨を話をしましたら、多分今年１回は来てくれるんだろうと、

そういう中でやはりお互いに行き来が出てくると新たな交流の仕方というのも出てくるんだろうと

いうふうに思っておりますんで、それに期待をしていきたいなというふうに思っているところであ

ります。 

また佐野市の関係については農協さんを中心に当時の町と普及所と農協さんでリレー苗の栽培を

していただくという形の中で進んできたんですが、今はどちらかというと農協さんの経済交流とあ

わせた中でおつき合いをされてきております。私も来られたときに顔を出すようにしながら、そう

いう繋がりはしっかりもっておりますんで、何か新しいそういう関わりが出て来れば、そういう展

開についても入っていけるのかなというふうにも思っているところであります。 

またせっかく日本で最も美しい村連合に我が町も加盟をしたわけであります。そういう６４の加

盟地域、市町村があるわけですから、その中でのいろんな話題課題の中で展開できていけばなとい

うことで可能性をその中にも求めていきたいと、今現在どこと云々という考え方はありませんけれ

ども、おつき合いの中から新たな交流の方法が出てくるかなというふうにも思っておりますんで、

この全体を通じて、交流人口に繋がっていくような、そんな取り組みとしての都市農村交流事業に

なればという思いでおりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 
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○６番（勝又武司君) 

 取り組みはされているわけですけど焼酎の関係も大東村ですか、ただ先ほど言われましたけれど、

来てもらうような形のものをつくり上げなきゃならないわけで、僕思うんですけど、行かない限り

来ないと思いますよ。行ったらどんだけ来てくれるという保証もないわけですけど。やはりそうい

うような部分でのものは交流ですから交い流れるというんですから、やっぱりそういう行ったり来

たりという部分が必要であって初めていろんな形の展開がしていけるんじゃないかなと思っていま

す。どこ町もしのぎを削っているという中では、うちも別にやってないわけではないわけですけど、

実を結ぶような形での事業展開を今後ともひとつよろしくお願いしたいと思います。 

次にちょっと触れましたけど、緑地域の振興対策についてお伺いしたいと思います。御存じ当地

域においては、昨年このことを目的として地域おこし協力隊が着任されたわけでございます。現段

階での活動状況になり、また今後の１つまちの活性化という部分での緑地域の方向性について町長

にお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 ただいま緑地域の対応でございます。その前に先ほどの都市農村交流の関係、いかないと来ても

らえないだろうと。そのとおりだと思います。やっぱり来てもらうとまた行かなきゃなというそう

いうような、双方連鎖があるんだろうというふうに思っておりますので、我々としても可能な限り

出向けるものは出向き、来てもらえるように誘致を図っていくというふうに努めていきたいと思っ

ております。先ほどちょっと話しませんでしたけども、ついこの前も沖縄北大東村が実は3回来て

おります。そして今回来られたときに是非来ださいとそしてお話をしていただきたいということで

清里の町の今まで取り組んできた特産品、特に焼酎を通じた中でのまちづくり活性化、これについ

ても話をほしいとこんなことで副町長をはじめ焼酎工場の職員を派遣して交流を深めたわけであり

ますので、こういうところにおいても、今後の展開の中で共通する話題、課題があれば可能性とし

ては展開ができるかなというふうに思っている次第でもございます。 

それから次の緑地域における対応の関係でありますが、御案内のように緑地域においては高齢化

も町内でも最も進んだ地域でありますし、人口も年々減少しているというそういう地域であります。

またそこに昨年３月末をもって緑小学校が閉校になったということでありまして、このままでは、

過疎化の現状が厳しくなるという思いの中から、地域に協力隊を入れながら活性化に向けた、そし

て自分たちの住む地域の環境づくりに向けたそういう対応を進めているところであります。当初の

予定では、３０年度の４月から協力隊を採用しながらともにという予定だったんですが、課題がか

なり大きな協力隊の使命になりますので、なかなか応募がなかったということで遅くなりましたの

で、地域としてのそういう立ち上げも若干遅くなりますけども、おかげさまで１１月にそれらの対

応が全て出来まして立ち上がりが行われます。緑地域活性化プロジェクトの協議会が立ち上がった

わけであります。今はその中で、それぞれの検討をされております。１月の末に協議会の代表の方

がお見えになって、具体的な展開をこれから始めていきたいということの報告をいただいたところ

でありまして、それに基づいてアンケート調査だとかいろいろやっているということもお聞きをい

たしておりますから、私どもとしても、ともに地域の活性化のあり方、そして地域環境のあり方、
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一緒になってやっていかなきゃなという思いを持ちつつ、そして担当の課においても全面的なバッ

クアップ体勢を取りながら、協力隊に任せたんではなくて協力隊は地域としてのつなぎ役としてや

っていただくという形で、今進めて動き始めたところだということ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) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

１１月に活性化の協議会ができまして、実質動き始めているという答弁でございます。活性化だ

なんてテコ入れしても高率化率が進み先ほどの話もありましたけど、お店さんもやっと１軒あるよ

うな形の中で、ただ先ほど申しましたけど温泉街には若者たちも来てということがあって、観光地

に近いですから、なかなか少なくなっていく半面、そういう部分での可能性は少し秘めているよう

な部分があるのか感じる部分です。 

よく私は、国の縮図が町の縮図みたいな感じでよく言うんですけど、田舎からどんどん寂れてい

くのはどこもみんな同じじゃないかなと思いますけど、そういうような部分で申しわけないですけ

ど衰退化したところに、新しい１つの光を指すという部分での今回の地域おこし協力隊の力を期待

したい部分であります。そんな中で、どんな形でこれから進むのも計画段階なのかなと思っていま

すけれど、町側で取り組みに対してサポートできるようなものをきちっとつくってあげていただき

たいなとそう感じるのと、協力隊員のことを言えば、２人いましたけど、結局お１人は町に残って

いる。もう１人はもう既に清里にいません。恐らく国からそこに住んでということも言い渡されて

きたと思うんですが、なかなかそこらのマッチングがうまくいなかったわけですけど、長くうちに

腰を据えてもらって、やっていただけるような形のものは、当然町のサポートもあると思うんです

よね。きちっと整備された形の中で取り組んでいただきたいなと思います。 

それと仕事の関係で先ほどの話とちょっとダブるわけですけど、雇用の創出とかそういうものも

町としてどういう形で、間違ってもその大きな企業が誘致されるようなそういうなことは望めない

と思うんですね。その中でその雇用というものをどういうふうに捉えているか、ちょっとお伺いし

たい。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 緑地域の現状でありますけれども、清里の中でもやはりちょっと違う雰囲気を持った地域ではな

いかなというふうに思います。山村に囲まれてはおりますけれども、温泉施設もありますし、駅も

ありますし、スキー場も持っています。警察もあるし、郵便局もあると。奥まった地域にあります

けど、それなりの社会基盤の整った地域ではないかなと思っております。また民間で温泉分譲地も

所有をされております。そこで近年はパン屋をしたいだとか、また宿泊施設だとか、新しくまたコ

ーヒー屋ですか、そういうような形態のお店屋さんをやりたいだとか、新しいちょっとよそとは違

う新しい動きがある地帯であります。緑のまた違う良さが、我々が気づかない部分でよそから来た
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方の目があるのかなというふうに思っている次第でもあります。 

そういう中で雇用を町が作り出すというのもありますけれども、民間サイドでそういう良いとこ

ろを見つけてもらって、それに支援をしていくような形で展開ができればいいのかなと。町が全部

お膳立てをするからこうしてくださいというよりも、そういう動きの中の支援をしてあげるという

体制に持っていきながら、雇用の拡大につながって来る。結果的にはそういう方向性にも動いてい

けばいいかなというような思いをいたしているところでもございます。 

また地域おこし協力隊の関係でありますけれども、お2人の方が任期終了して地元に残って活躍

をしていたいと言ったわけですが、うちの男性の方が今回違う道を選ぶということでありますけれ

ども、町としては、３年の任期を終わった後もしっかりとサポートをしながら、連携を取りながら、

相談にも乗りながら進めてきたわけですが、いろんな課題の中で離れられるということで、これは

もうしょうがなく、その人の生き様、考え方でありますのでやむを得ないというふうに思っており

ますけども、サポートがなくて、相談相手もなくて今回出たということではなくて、きちっとサポ

ートをした中でいろんな話の中身的にはよく理解をいたしております。事務局の方も。その中でも

退職、離町だということでありますので、それはそれで御理解をいただければなというふうに思う

ところであります。 

また現在おられます地域おこし協力隊２名おられますから、ここらへんについてもしっかりとサ

ポートをしていきながら、やっているところでもありますが、それぞれの協力隊の皆さんも個性が

結構ありますので、そういう中で皆さんつき合いながらやらせていただいているということでもあ

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。雇用の関係は難しい部分がありますけ

れども、やはりその地区で若い人方が入ってきていただいて、若い人の発想で何とか盛り上げてい

ただければなという思いでありますし、それに対する町としてサポートもしっかりとしながら展開

をしていきたいと考えているところでも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。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 仕事を持って来てくれている若者がいるという中で、仕事がない人による仕事の場もきちっとつ

くってあげなくちゃいけないのも考えていかなくちゃいけない部分なんだなと思います。ただ緑地

域においては、昔から結構他の町の方が定着して住むまちで、そういう意外に入りやすい本町や札

弦よりそういうような形で受け入れやすいというような体制もできているのかなとちょっと思った

りもするんです。 

ただいかんせん、その人たちが自治会に入ったりしていないこともちょっと聞いておりますので、

ぜひとも一緒に自治体活動とかそういうことができるような形のものも築いて、地域住民と接する

ような部分をつくってあげなければなと思っています。それも１つのサポートの部分でないかなと

思うんですよね。人が足りないとか来ないと言いながら結局排除しているみたいな、そんなことが

あるようなことでは、全然移住も定住も進まないと思います。そのことを含めて道路の関係の除雪

とか、いろいろ難しい関係もあるみたいですけど、せめて新しく入ってきた人が一緒に町民と一緒

になって、自治会の活動とかが出来るようなものを作っていってあげたいなと、そのような感じで

なかなか若者が都会においても自治会に入らないことがあるみたいですけど。田舎はやっぱりいろ
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んな形でお互いに助け合うという形でそういうものも必要なのかなと思います。それについてどう

思うでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君) 

 緑地域の関係でありますけれども先ほど申し上げまして、緑は雰囲気が違って、新しい人方が結

構来ている場所で、もともと山村留学を２０年間やってきたというやっぱりそういう土壌がしっか

りと根づいたんではないかなというふうに思っています。山村で来られていた方々も東京が中心な

んですけど、同窓会ができ上がっているんですよね。それで同窓会が閉校式の時もそうでしたけど

も、７０人から見えたという強い結びつきを持っている、そういう地域であります。 

そういう中で、たまたま温泉の分譲住宅の中ではよそから来られた方がほとんどの方々で、そう

いう土壌の中で来られておりますし、また自治会活動について旧住民側の自治会が拒否していると

か云々ではありません。最初に来た時のいろんな経緯の中で入られていない方もいるようでありま

すけれど、逆に新しい人がどんどん来てますんで、そういう人方が逆に働きかけをしながら一緒に

やる方向性がかなり強くなってきていると。それでほとんどの方も新しく来た方のほとんどの方は、

今も入られております。周りがそういう環境になってくれば、さらに進んでいくだろうというふう

に思っているところでもございます。今後の活性化事業の展開、新しい人方のよそから来た方の発

想アイディア、これがなければ旧住民だけではなかなか進んで行かないというふうに思っておりま

すんで、そういう中においてもしっかり連携とれるように、町としてもその中に入りながら一緒に

なってやりますし、サポート体制も組んでいきたいというふうに考えておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君) 

 新しい若い人たちが仕事を持って来てくれるっていう部分では、唯一緑地区だけ温泉住宅街です

けど、何人か来ていることで、やっぱり新しい１つの息吹が入ることによって地域が変わっていく

そうゆうものもあるわけで、自分ところにないものを持って入ってくる人達のものを十分活用した

形の中でまちづくりに展開していくってことは大事じゃないかなと思っている次第です。なかなか

いろいろ話ししたわけですけど、将来に向けてもなかなか問題はたくさんあるわけですけど、焦っ

てもしょうがない訳で、人口は現実問題として減っていっているわけで、人口の減った部分での町

の活性化をどおしていくかという部分でいろいろな方策もこれからも練っていかなくちゃいけない

部分かなと思いますけど、そのことを含めてお互いに今回は選挙という１つの門を潜るわけですけ

どそれぞれ検討されますことを御祈念申し上げまして、終わらさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君) 

 緑地域の活性化に向けて１１月に協議会がいよいよスタートしたということであります。地域の

方々はもちろんでありますけども、新しく住民となられた方もその協議会の中に構成メンバーとし

て入ってきておりますので、やはり地元にはない力というのが相当ありますから、そういうのを新

しい人方から頂き、若い人の力を借りる。一体となってもう最後のチャンスだと思って取り組んで

いかなければというふうに思っている次第でもあります。 

全体のまちづくりとしてそれぞれの事業展開、施策展開をしながら進めてきたわけであります。

今後とも清里町に住んでいる方が本当に清里に住んで良かったとそう思っていただける、そして自

分の町の誇れる自慢できる、そんな町にならなければならんだろうというふうに思っております。

今後とも弛みない歩みを続けていけることをお互いに確認をしながら答弁に代えさせていただきた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

他ありませんか。以上で議案第１３号、平成３１年度清里町一般会計予算から議案第１９号、平

成３１年度清里焼酎事業特別会計予算までの各会計予算についての質疑を終結します１１時４０ま

で休憩といたします。 

 

休憩  午前１１時３５分 

                             再開  午前１１時４０分 

 

●日程第３  議案第４号 

○議長（田中 誠君） 

 会議を再開いたします。 

日程第３ 議案第４号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第４号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は、原案のとおり

決定することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って、議案第４号 清里町国民健康保険税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４  議案第１３号 

○議長（田中 誠君） 

日程第４ 議案第１３号 平成３１年度清里町一般会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 
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(「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第１３号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って、議案第１３号 平成３１年度清里町一般会計予算は原案どおり可決され

ました。 

 

●日程第５  議案第１４号 

○議長（田中 誠君） 

日程第５ 議案第１４号 平成３１年度清里町介護保険事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第１４号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って、議案第１４号 平成３１年度清里町介護保険事業特別会計予算は原案と

おり可決されました。 

 

●日程第６ 議案第１５号 

○議長（田中 誠君） 

日程第６ 議案第１５号 平成３１年度清里町国民健康保険事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第１５号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って、議案第１５号 平成３１年度清里町国民健康保険事業特別会計予算は原

案のとおり可決されました。 
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●日程第７  議案第１６号 

○議長（田中 誠君） 

日程第７ 議案第１６号 平成３１年度清里町後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第１６号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第１６号 平成３１年度清里町後期高齢者医療特別会計予算は原案と

おり可決されました。 

 

●日程第８  議案第１７号 

○議長（田中 誠君） 

日程第８ 議案第１７号 平成３１年度清里町簡易水道事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第１７号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第１７号 平成３１年度清里町簡易水道事業特別会計予算は原案のと

おり可決されました。 

 

 

●日程第９  議案第１８号 

○議長（田中 誠君） 

日程第９ 議案第１８号 平成３１年度清里町農業集落排水事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「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１８号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第１８号 平成３１年度清里町農業集落排水事業特別会計予算は原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第１０  議案第１９号 

○議長（田中 誠君） 

日程第１０ 議案第１９号 平成３１年度清里町焼酎事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第１9号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第１９号 平成３１年度清里町焼酎事業特別会計予算は原案のとおり

可決されました。 

 

 

●日程第１１  意見案第１号 

○議長（田中 誠君） 

日程第１１ 意見案第１号、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の

処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを議題とします。 

本件について、提出者の報告を求めます。総務文教常任委員長 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 総務文教常任委員会、提出の意見案第１号を説明します。議会提出議案をご覧ください。 

意見案第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と

雇用安定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３１年３月１２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各自治体において、地方公務員法及び地方自治法の改正趣旨が十分に反映されるよう必要な財

源の確保について特段の配慮を行うこと。 

２非正規労働者の格差是正を求める同一労働同一賃金の法改正の動向を踏まえ、パートタイム労

働法の趣旨を会計年度任用職員に適用させるよう法整備を図ること。 

３パートタイムの会計年度任用職員に勤勉手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法を改

正すること。 

４会計年度任用職員の処遇改善雇用安定を図るため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導

入について検討を行うこと。以上です。 
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○議長（田中 誠君） 

 これから質疑を行います。 

(「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質疑なしと認めます。 

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１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、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１号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員

の処遇改善と雇用安定に関す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） 

 お諮りします。 

 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。 

 

●閉会宣言 

○議長（田中 誠君） 

これで本定例会の日程は、全部終了いたしました。会議を閉じます。 

平成３１年第１回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

（午前１１時５５分閉会） 

 

 

 


