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令和２年第４回清里町議会定例会会議録（６月１９日） 

 

 令和２年第４回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  岡 本 英 明    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  古 谷 一 夫    ７番  村 島 健 二 

    ３番  伊 藤 忠 之    ８番  前 中 康 男 

    ４番  堀 川 哲 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    引  政 明 

教 育 長   岸 本  幸 雄 

     代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    農 業 委 員 会 長   森 本     宏 

    選 挙 管 理 委 員 長   中 西  安 次 

    副 町 長   本 松  昭 仁 

    総 務 課 長   藤 代  弘 輝 

  企 画 政 策 課 長   伊 藤  浩 幸 

  企 画 政 策 課 参 与   阿 部  真 也 

    町 民 課 長   熊 谷  雄 二 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田  成 人 

     産 業 建 設 課 長   河 合  雄 司 

    焼 酎 醸 造 所 長   永 野    宏 

    出 納 室 長   宮 津  貴 司 
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        生 涯 学 習 課 長    原 田  賢 一 

    生 涯 学 習 課 参 与   三 浦    厚 

    監査委員事務局長    溝 口  富 男 

    農業委員会事務局長    河 合  雄 司 

    選挙管理委員会事務局長    藤 代  弘 輝 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長     溝 口  富 男 

    書 記   世 良   奈都子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  一般質問 （３名 ３件） 

  報告第 １号 令和元年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

  同意第１７号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  議案第２８号 清里町税条例の一部を改正する条例 

  議案第２９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３０号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

  議案第３１号 令和２年度清里町一般会計補正予算（第３号） 

  議案第３２号 旧新栄小学校解体工事請負契約の締結について 

  議案第３３号 総合庁舎発電機設置工事請負契約の締結について 

  議案第３４号 北橋補修工事請負契約の締結について 

  議案第３５号 清里外１地区農業集落排水事業処理施設改修工事請負契約の締結について 

  意見案第２号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書に 

         ついて 

  意見案第３号 新たな基本計画における農村振興の強化を求める意見書について 
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  開会 午前 ９時３０分 

   ●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君) 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

ただいまから、令和２年第４回清里町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君) 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第 125 条の規定により、議長において、１番 岡本英明君、２番 

古谷一夫君を指名します。 

 

●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 堀川哲男君。 

 

○議会運営委員会委員長（堀川哲男君） 

 議会運営委員会から報告させていただきます。本定例会の会期は、一般質問ならびに提出され

る議案の件数、内容から判断して、本日１日間とすることが適当と思われます。 

 以上が、議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 お諮りします。 

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

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（田中誠君) 

 日程第３、議長諸般の報告を行います。 

 事務局長に報告させます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（溝口富男君) 

 議長諸般の報告４点について御報告申し上げます。 

 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）一部事務
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組合の会議等並びに（2）その他の会議行事等について、記載の会議行事等に議長はじめ各議員が

出席しておりますので、ご報告申し上げます。 

 大きな２点目、常任委員会及び議会運営委員会等の開催状況について。（1）総務文教常任委員

会から２ページの（4）議会広報特別委員会まで記載の期日案件で会議が開催されておりますの

で、ご報告申し上げます。 

 大きな３点目、例月現金出納検査の結果について令和２年４月分、５月分について３ページか

ら６ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

 大きな４点目、令和２年第４回清里町議会定例会説明員等の報告について。７ページのとおり

となっておりますのでご参照いただきたいと存じます。以上で報告を終わります。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 引政明君。 

 

○町長（ 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の主要事業報告についてであります。 

 １点目の新型コロナウイルス感染症対策についてでありますが、先の臨時議会にて経過概要を

報告いたしておりますのでその後の経過と対応について御報告を申し上げたいと存じます。国に

おいて感染拡大防止のために発動されました緊急事態宣言について基準をクリアした 38 県を５

月 14 日に、３県を５月 21 日に、そして残りの首都圏４都県と北海道が５月 25 日をもって解

除され全国すべての都道府県が解除となったところであります。北海道においては、この決定を

受け外出の自粛、札幌方面の往来はしない、休業要請のこの３つの事項は５月 31 日まで継続す

ることとし、６月１日以降の対策については５月 29 日までに判断するとした知事の発表を行っ

ております。これを受けまして本町におきましても会議行事等の開催や公共施設の使用などにつ

きましては北海道の指針を踏まえ、一部制限を加えた上で対応することとしたところでございま

す。町民の皆さんには５月 27 日の新聞折り込み、ホームページ、お知らせメールをもって周知

させていただいております。御案内のように北海道では５月 31 日をもってこれまで実施してき

ました休業要請や公共施設の閉館などを解除し、感染を防止する新しい生活様式の実践に向けた

新北海道スタイルを発表し、コロナと共存する新たなステージの北海道を目指すことといたして

おりますので、本町におきましても同様の対応をしてまいりたく町民皆様の御理解と御協力をお

願いするものでございます。 

 次に、２点目のオホーツク町村会臨時総会第１回（書面総会）についてであります。５月 15日

付をもって書面にて提出のありました記載の１１項目の議案全てが可決承認されております。な

お、②の町村会役員及び各委員の補選につきましてはオホーツク町村会の会長であります井上置

戸町長が６月９日をもって勇退されるため補選が行われたものでありまして新しい町村会の会長

には現副会長のはざま興部町長が、副会長には佐藤津別町長が選出されております。なお、副会
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長につきましては、もう１名おりましてもう１名は山下大空町長でありますが、留任でございま

す。また、各委員会においても一部委員が変更となっております。 

 次に、３点目の新型コロナウイルス感染症収束後の特急列車再開に関する要望活動についてで

あります。５月 22 日オホーツク、上川、宗谷地域の３つの活性化期成会と宗谷本線活性化推進

協議会の合同によりそれぞれの期成会代表者におきまして北海道旅客鉄道株式会社に対し現在減

便、減車を行っております特急列車につきましては北海道並びに地域経済の回復に向けても極め

て重要な役割を担っているとの認識のもと、感染症の収束後は速やかに運行を再開されるように

要請をしたものでございます。なお、６月 10 日付をもちましてＪＲ北海道より快速エアポート

と特急ライラックは６月 14 日から、それ以外の地域の列車につきましては７月１日から全ての

運行を再開するとの発表がありまして関係期成会に通知をいただいたところでございます。 

次に、４点目のオホーツク圏活性化期成会臨時総会第１回（書面総会）についてでございます。

６月２日付をもちまして、書面にて提出のありました記載の役員の補選及び専門委員会の構成の

案件につきましては先ほどと同様でありまして副会長にあります井上オホーツク町村会会長の勇

退に伴う補選でございます。新しくオホーツク町村会会長に就任されましたはざま興部町長が期

成会の会長に選出されたところであります。また併せて専門委員会の委員につきましても一部変

更となったものであります。 

次に、２ページになりますが、５点目の令和２年斜里地区消防組合議会第３回臨時会の結果に

ついてであります。６月 18 日斜里町総合庁舎３階議事場にて開催されております。付議案件は

記載の３件でありまして①の財産の取得案件は斜里本署における通信指令及びデジタル無線設備

に係る契約の締結と②の補正予算につきましては常備消防費の消防諸費及び清里分署費の補正③

の選任同意案件は清里町の篠田監査委員の選任同意でありまして、いずれも原案どおりに可決決

定されたところでございます。 

次に、６点目の斜里郡３町終末処理事業組合議会第２回臨時会の結果についてであります。同

じく６月 18 日斜里町総合庁舎３階議事堂にて開催されております。付議案件は記載の監査委員

の選任同意でありまして清里町の篠田監査委員が同意されたところでございます。 

次に、７点目の高濃度アルコールの製造についてであります。新型コロナウイルス感染症の消

毒用アルコールとして清里焼酎から高濃度アルコールを製造する認可が５月 27 日付をもって付

与されましたので再蒸留用焼酎より 66 度の高濃度アルコールを製造することとしたものでござ

います。６月 10 日より製造を開始しておりましてこの 12日に 500 ミリリットル容器で 30 本

の１回目の納品をいただきましたので学校や老人保健福祉施設を始め、公共施設などに配付をし

消毒用アルコールとしての使用をいただいているところであります。なお、焼酎事業所における

再蒸留用焼酎につきましては 35 度で 3,160 リットルを貯蔵しておりますので全量再蒸留をい

たしますと 66 度のアルコール換算では約 1,050 リットルの製造が可能となりますが、今回は

まず 200 リットル、500 ミリリットル容器換算では 400 本を製造し配置することと計画をし

ております。しかしこれらの使用状況を見ながら増量についても臨機応変に対応していきたいと

考えているところでございます。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。農作物生育状況について別紙資料

によりご説明を申し上げますので最後の４ページをお開きいただきたいと存じます。 

６月 15 日現在の農作物成育状況についてであります。農業改良普及センターより報告をいた

だきましたのでここにご説明を申し上げます。まず、気象の推移と特異的な事項についてであり

ますが、今年は新工期の４月中旬以降は比較的好天に恵まれ気温もほぼ平年並みに推移をいたし
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ており播種作業についても順調に終了したところでございます。また、作付け後の５月中旬は、

低温に経過したものの５月下旬から６月中旬までは気温も高く各作物とともに順調な生育状態に

なっているとのことでございます。それでは作物ごとに生育状況を御報告申し上げます。秋まき

小麦（きたほなみ）につきましては草丈茎数ともに平年値を上回っておりまして生育の遅速では

１日早くなっております。６月１～２半期の高温によりまして出穂が進み出穂ぞろいであります

が草丈、茎数が平年値を上回っていることにより倒伏が心配されるとのことでもございます。 

次に、春まき小麦（春よ恋）につきましても草丈、葉数は平年値を行っておりますが茎数は平

年を下回り止葉期でありまして生育の遅速についてはございません。秋まき小麦と同様に、６月

に１～２半期の高温により生育が進んでいるとのことでございます。 

次に、ばれいしょ（コナヒメ）でありますが今年度より、調査対象品種はコナフブキから変更

となっておりますので茎長茎数などの生育の比較については参考値としてご覧をいただきたいと

存じます。茎長はコナフブキとの比較におきましては下回っておりますが茎数は同数でありまし

て萌芽揃いで生育の遅速は特にありません。なお、圃場間でのばらつきが見られるとのことでご

ざいます。 

次に、てんさい（パプリカ）につきましては草丈葉数ともに平年値を上回っており生育の遅速

で４日早くなっておりますが、圃場により苗の立ち枯れが目立ちばらつきが見られるとのことで

ございます。 

次に、大豆（とよみづき）でありますが茎長は平年を下回っておりますが葉数は同じでありま

して出芽揃いで、生育の遅速では１日早く出芽の良否は良とのことでございます。 

次に、小豆（きたろまん）につきましても茎長葉数ともに平年を上回っておりまして出芽揃い

で、生育の遅速は２日早く出芽の良否は良とのことでございます。 

次に、とうもろこし（サイレージ用）につきましては草丈、葉数ともに平年を上回っておりま

して出芽揃いで、生育の遅速では３日早く生育は順調とのことでございます。 

次に、牧草（チモシー）１番草につきましては、草丈が平年を上回っており出穂期で生育の遅

速では１日早いとのことでございます。なお作業状況では一番草の収穫始めでありまして、作業

の進捗では１日早くなっているとのことでございます。以上、農作物の生育状況についてご報告

をさせていただきました。 

それでは２ページにお戻りいただきたいと思います。大きな３の主な会議行事等の報告につい

てでございます。 

第１回釧網線アクションプラン実行委員会についてでありますが、５月 15 日付をもって書面

にて開催されております。提出された議題の案件について、すべて原案どおり承認されたもので

ございます。次に、３ページをご覧いただきたいと思います。 

令和２年度第１回国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会についてでありますが、本件

につきましても５月 29 日付をもって書面により開催されております。提出された記載の議案に

つきまして、すべて原案どおりに可決、決定されたものでございます。なお、小水力発電事業の

進捗状況でありますが、本事業は一昨年に道営の継続事業として発注をされておりますが、令和

２年度は、発電所建設工事、送電線架設工事、北電共架通信工事を実施される予定となっており

ます。 

次に、町営牧場の入牧についてでございます。６月１日江南牧場において今年度の入牧が開始

され、酪農及び畜産農家４戸から乳牛 46 頭、黒毛和牛 17 頭、計 63 頭が入牧されたものでご

ざいます。なお、今年度の入牧頭数は 94頭を予定するところでございます。 
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次に、農業関係機関代表者会議についてであります。６月 11 日に役場３階各種会議室にて開

催されております。記載の農業関係機関団体において令和３年度の国、北海道、町における農業

関連事業の実績報告と令和２年度の事業計画について説明をし、各団体からの情報提供と意見交

換が行われたものであります。また、当日は畜産クラスター協議会及び地域農業再生協議会が行

われておりまして関係事業の報告と計画内容についての説明をさせていただいております。以上、

申し上げ、町長の一般行政報告とさせていただきます。 

 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

これで町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君) 

 日程第５、教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 教育長一般行政報告を申し上げます。大きな１、主要事業報告についてであります。 

 １点目、新型コロナウイルス感染症への対応について。 

 新型コロナウイルス感染拡大により発せられておりました緊急事態宣言が北海道におきまして

は５月 25 日に解除されました。これに伴いまして教育関係機関の対応についてご報告を申し上

げます。 

 まず学校教育関係でございます。清里小学校、清里中学校、清里高等学校及びやまと幼稚園に

つきましては、６月１日より通常の教育活動が再開されております。再開にあたっては各学校と

も感染防止の対策を十分講じながら、できる限り平常時に近い形での教育活動の実践に努めてお

ります。なお、４月、５月における臨時休業の影響により授業時数が不足していることから小中

学校においては記載のとおり夏季、秋季、冬季の休業日をそれぞれ短縮し、不足分を補うことと

しております。 

 続いて社会教育関係でございます。社会教育施設につきましては全ての施設が５月に 27 日よ

り再開をしておりますけれども、一部の施設においては一度に使用できる人数の制限を設けるな

どの対応をとっております。また、学童保育につきましては小学校の再開に併せ、６月１日より

感染防止の対策を講じながら、通常の受け入れを開始しております。また、社会教育関連事業の

中止についてでありますが、新型コロナウイルスの感染が日本国内及び世界的にも未だ収束の兆

しが見えない中、清里高校生海外派遣研修事業並びに斜里岳ロードレース大会につきましては関

係機関と協議のうえ、今年度中止とさせていただいております。東京大学陸上運動部合宿につき

ましても、先日大学側より今年度は中止と連絡があったところでございます。以上、新型コロナ

ウイルス感染症関係につきましては、今後におきましても引き続き状況に応じて対応してまいり

たいと考えております。 
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 次に、大きな２、教育委員会の開催状況であります。令和２年第４回教育委員会が５月 15 日

に、第５回が６月 12 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」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

   ●日程第６  報告第１号 

○議長（田中誠君) 

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

たします。本件について報告の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただ今上程されました報告第１号、令和元年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書につきま

してご説明を申し上げます。本件につきましては、地方自治法施行令の定めによりまして、令和

元年度清里町一般会計予算の繰越明許費につきまして繰越計算書を調製し、議会への報告等を行

うものでございます。 

 次のページをご覧ください。繰越計算書につきましてご説明申し上げます。今回繰越しを行い

ましたのは８款消防費、１項消防費、斜里地区消防組合清里分署負担金事業で、内容は第２分団、

消防車両更新事業でございます。事業費につきましては３千 972 万９千円であり、その全額を翌

年度に繰り越します。財源といたしましては未収入特定財源といたしまして、町債の過疎対策事

業債３千 600万円、残りの 372 万９千円が一般財源となってございます。以上で提案理由の説

明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

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

 

   ●日程第７  同意第１７号 

○議長（田中誠君) 

 日程第７、同意第 17 号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。提出

者の説明を求めます。町長 引政明君。 
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○町長（ 引政明君) 

 ただ今上程されました同意第 17 号、固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由の

ご説明を申し上げます。現委員であります中平哲也氏がこの６月 21 日をもって任期満了となり

ますので引き続き委員として任命をいたしたく、地方税法第 423 条第３項の規定により、議会の

同意を求めるものでございます。地方税法第 423条第３項は固定資産評価審査委員会の委員は、

町税の納税義務があるもの、また固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから議会の

同意を得て町長が選任するとした規定でございます。 

 中平哲也氏は上斜里 120 番地の６にお住まいで、昭和 48 年３月 14 日生まれの満 47 歳の

方でございます。次のページには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。なお、任期につきましては令和２年６月 22 日から令和５年６月 21 日までの３年間でご

ざいます。中平哲也氏の選任につきまして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、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。 

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 17 号を採決します。 

この採決は、起立によって行います。本件に同意することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

したがって、同意第 17 号、固定資産評価審査委員会委員の選任については、同意することに

決定しました。 

 

●日程第８  一般質問 

○議長（田中誠君) 

 日程第８、一般質問を行います。順番に発言を許します。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 今回、私は長期化する新型コロナウイルス感染症への対策について質問させていただきます。

昨年末、中国での発生から約半年が経つ新型コロナウイルスは、一時期の感染爆発からは収まり

つつありますが、未だに収束の先が見えません。この間、様々な感染予防体制がとられ、外出自

粛、休業要請、学校の休校などが行われました。５月 25 日には国の緊急事態宣言も解除され、

北海道においても６月１日に休業要請がすべて解除され、また本日 19 日、都道府県の移動、ま

た大規模なイベントについての制限の一部解除がされたところであります。少しずつ日常を取り
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戻しつつありますが、各方面でのダメージは非常に大きく残っております。学校では３ヵ月に及

び休校措置がとられ、子供たち保護者ともに不自由な生活を強いられました。ようやく６月に入

り、学校に子どもたちの声が戻りましたが、子供たちの生活習慣への影響、ストレス、そして学

習の遅れなどが心配されるところであります。学校における感染予防対策、子供たちへのケア、

学習の遅れへの対策を教育長にお聞きしたいと思います。 

 続いて、生活の維持・経済対策について町長にお伺いします。新型コロナウイルスが長期化し

ている中、国が示す新しい生活様式の北海道版とも言える、新しいライフスタイルやビジネスス

タイルである新北海道スタイルの実践による感染拡大防止が示されました。清里町においても国

や北海道の対策方針に基づき、公共施設の利用制限、イベントや会議の中止・延期。各施設での

消毒やパーテーション、フイルムの設置など、様々な感染予防体制がとられています。また、大

きな影響の出ている飲食業、宿泊業を初めとした町内事業者への支援として、緊急経済対策がい

ち早く町内で実施されました。さらに今回、６月、７月についても中小事業者への経営安定化事

業の継続、そして拡大。子育て世帯への経済支援などが提案されているところであります。これ

らの支援事業は他町村と比較しても手厚くスピード感もあったと認識しております。 

 しかしながら、未だコロナの影響が夏までに収まるとは思えず、さらなるダメージも心配され

ております。長期化する新型コロナウイルスに対して現状の対策を含め今後どのような感染予防

対策、地域経済や生活の回復と維持に向けた対策を考えているのかをお聞きしたいと思います。

１回目の質問よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 ただいまの堀川議員の御質問１点目の学校長期休校における影響への対策について御答弁申し

上げます。学校長期休業による影響への対策でございますけれども、新型コロナウイルス感染症

の影響によりまして、町内小中学校につきましては北海道教育委員会からの要請に基づき２月28

日から３月 24 日までの間休業となりました。さらに、新年度が始まってからも国の緊急事態宣

言を受けまして４月 20日から５月末までの休業を余儀なくされたところでございます。この間、

学校では家庭学習のプリントの作成配布、一斉メールのシステムを活用した家庭への情報伝達、

電話等によります児童生徒の状況把握に努めるとともに人数を制限したり、体育館など広い場所

を活用した分散登校を実施して授業を行う他、児童生徒の心と体の健康チェックなど小まめに行

ってきたところでございます。６月１日からは、通常の授業が再開されましたけれども一般行政

報告でも申し上げましたとおり、夏季・秋季・冬季休業を短縮して授業を行うことにより、休業

中の授業の遅れを挽回することとしております。また運動会、芸術鑑賞、水泳の授業など中止す

るという影響も出ておりますけれども、今後の学芸会や文化祭、修学旅行などは日程変更ですと

か内容を工夫するなどをして実施をする方向で検討しているところでございます。学校における

ウイルス感染及び飛散防止の対策といたしましては、健康観察シートというものを毎日子供たち

に提出させ、健康チェックすると共にマスクの着用、一人一人離れた席の配置、手洗いアルコー

ル消毒の励行、こまめな室内換気、毎日の校内の消毒等を行っているところでございます。 

 さらに今後、暑さ対策といたしまして特に水分の補給のため子供たちに水筒を持参させる。ま

た中学校では昨年設置をいたしましたエアコンを活用し、小学校においても扇風機を増設いたし
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まして体育の授業や体を動かす時はマスクを着用させないなど指導を行っております。学校の再

開後の児童生徒の現在の様子でございますけれども、小中学校ともに概ね子供たち、落ち着いた

学校生活を送っておりまして、日常的にも児童生徒の変化に対応した声かけ支援などをこまめに

行っているところでございます。ただ残念ながら若干ではございますけれども、長い休業期間中

に生活のリズムを乱してしまった生徒もいるということで、担任の先生やスクールカウンセラー

などが生徒と直接対応しながら子供たちのケアに当たっているというところでございまして、今

後も注意深く生徒を見ていきたいというふうに指導をしているところでございます。以上、学校

長期休校における対策につきまして私からの１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 それでは私の方から堀川議員からの長期化する新型コロナウイルスへの対策について、その２

点目の生活の維持と経済対策について御答弁を申し上げたいと存じます。 

 今回の新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、２月 25 日の対策本部の設置に始

まりまして北海道が独自の緊急事態宣言をした後に、国が段階的に全国へ緊急事態宣言を発令す

る結果となったところであります。宣言期間中につきましては密接・密集・密閉の３密を避ける

ための対応策など事業者への休業要請や道民への外出自粛の要請がされてまいりましたが、国は

４月７日及び16日に北海道を含む全国に出した緊急事態宣言を５月25日までに全面解除をし、

北海道もこの６月１日に全ての施設への休業要請を解除するところとなったところであります。 

 町におきましても現在までこうした国や道の方針をもとにしながら町内事業者の経営安定や影

響を受けている家庭の支援策に取り組んできたところでございます。 

 また、今後の対応策につきまして、感染を拡大させない感染予防対策、事業者への経営安定化

へ向けた経済対策、住民皆さまへの生活支援対策の３つを基本に取り進めをしていく所存といた

しております。 

 感染予防対策につきましては、１つ目には感染拡大を阻止するための公共施設の利用の制限。

２つ目には役場機能を維持するために庁舎内の感染予防対策や職員間の感染予防の取り組み。３

つ目には９月末までの大規模イベントや行事の中止や延期。４つ目に国や北海道が進める新しい

生活スタイルの取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 次に経済対策についてでありますが、先の臨時議会にて補正予算を計上させていただきました

国及び町独自の施策につきましては、まずは国の国民一人 10 万円とする特別定額給付金と町内

の経済対策に対応した事業所支援策として中小企業や企業への融資制度や中小規模事業者への経

済安定支援、特に飲食・観光に特化したそれぞれの店舗などへの固定費の支援、指定管理者及び

社会福祉法人への支援、そして現在実施のタイミングを図っております、宿泊・飲食業を対応と

したクーポン事業などを実施、推進してきたところでございます。 

 また、この６月定例議会におきましても町内事業者の経営支援向けの融資や補助の継続と中規

模以上の事業体の従業員の雇用維持に向けた新たな事業を追加し、町内事業所の経営や雇用を維

持するための対策を実施する予定といたしております。さらに、生活維持の支援対策でございま

すが、子育て世帯を中心とした生活支援といたしまして新規に高校生以下の子育て世帯を対象と

した子ども世帯応援特別給付金事業、さらには大学・専門学校生の修学支援交付金事業について
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も取り組んでいくことといたしております。新型コロナウイルス感染症にかかる影響への支援対

策につきましては、何としてもこの苦境を乗り切ることを念頭に事業経営の維持、消費の回復、

雇用の安定、生活の維持などの対策を進めてまいりますが、今後の状況次第では更なる施策の必

要性も考えておかなければならないものと判断するところでございます。 

 つきましては、この感染症の収束までには、まだしばらく時間を要することが懸念されるとこ

ろでございますので、引き続き、今まで同様に感染拡大の防止と地域経済の維持、回復、生活の

安定を目指して対策に取り組んでまいる所存でございますので、御理解をいただきたいと存じま

す。以上、申し上げまして私からの答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 それでは、まず１点目の学校長期休校による影響への対策について、教育長に再度お尋ねしま

す。約３ヵ月に及ぶ不自由な休校からの生活リズムの回復。感染を予防しながらの学校での生活

は子供たち教職員にとっても初めての経験で大変苦労されていると思いますが、概ね落ち着いた

学校生活を送っているとのことで、まずは一安心したところであります。 

 今回の新型コロナウイルス感染症によって、国が推進している学校における GIGAスクール構

想がにわかにクローズアップされています。このGIGA スクール構想、当初は令和５年度までに

児童生徒１人に１台の端末と通信ネットワークを整備する計画でしたが、一転して今年度中に前

倒しされる見通しとなりました。新型コロナウイルスによる休校でオンライン授業が一躍注目さ

れたことも導入を早める要因の１つと考えられますが、教育委員会のみならず学校現場も準備が

大変で混乱をきたしているのではないかと思います。現在までの取り組み、どのように取り組ま

れているのかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 ただいまの GIGA スクール構想についての御質問でございます。この関係につきましては、議

員ご指摘のとおり令和５年度までにということで、昨年、国が補正予算措置をした事業でありま

して、児童生徒１人１台タブレットが行き渡り学校校舎には高速で大容量の通信回線を整備する

ことによりまして、学校における学習活動推進のための教材として活用するということとなって

おりました。しかし、この度の新型コロナウイルス感染症によりまして学校が休業となり、タブ

レットやパソコンを活用した家庭への授業配信などが注目されまして、急遽、前倒しをして本年

度中の整備ということになったところでございます。 

 教育委員会といたしましては、当初、令和５年までの間に段階的に導入するということで計画

をしておりましたけども、それに向けて教職員等も研究、協議を進めてきたところでございます。

ただ、この国の方針が変わりましたことから国の方では導入に伴います交付金が今年度限りであ

ると。今年度中に整備をしてくださいということでございまして、各小中学校で先生方による検

討委員会の立ち上げをいたしましてその利活用の方法を今、協議を進めているところでございま
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す。今後におきましては、具体的な機種の選定ですとか、詳細を決めまして極力早い段階で予算

も補正措置をさせていただきたいというふうに考えているところでございますので、御理解をい

ただきたいと思います。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 国からの指導で今年度中に機材などを整備し、次年度から活用していくという大変厳しいスケ

ジュールの中での導入、準備もしなくてはならない。そしてタブレットを新たな教材として活用

するスキルを身につけなければならないということで、学校現場の先生方にも大変大きな負担が

かかると思われます。ましてやコロナの感染予防対策に追われつつ、子どもたちの日常と学習の

遅れを取り戻すために、現在大変な中での準備作業は大きな労力を必要とすることが予想されま

す。この準備作業、教育委員会としてはどのように対応していくのかをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 議員おっしゃるとおり、今、全国の学校現場は混乱をしているところというふうに思っており

ます。本町におきましても同様ということでございますけれども、学校現場と連携を図りながら、

その機種選定等検討を行っておりまして、今後予算計上し、タブレット等の購入、そして通信設

備の工事を行くということになっております。 

 スケジュール的にはできるだけ早くということでございますので、年度内に早い段階で機器が

整うように努力をしているところでございます。それら完成いたしました後には、実際に学校現

場でタブレットの運用管理、様々な環境整備、そして使用にあたってはルールづくりですとか、

マニュアルを作成するなど作業を行うとともに先生方も最低限のスキルを身につけていかなけれ

ばならないということであります。そのためにはやはり専門的な知識を有する人材、これを学校

に派遣をしていきたいというふうに考えているところでございます。国においても、この国の予

算の中で GIGAスクールサポーターという制度がございまして、経費、一部国が補助の中、実施

されますので、そういった制度を活用しながら、できるだけスムーズな導入をしていきたいと思

っております。また、現在もすでにパソコン等を使用しているわけでございますけれども、そう

いった日常的なトラブルについても学校現場では実は大変苦労していると。委員会からも職員が

行って対応しているというところでございますけれども、そういったテクニカルな支援ですとか、

また授業における活用方法なども日常的にやはり教員のＩＣＴ活用の支援を行える人材、こうい

ったものも必要と考えておりますので、そういった人材の導入も将来的にはやっていきたいとい

うふうに考えているところでございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 
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○４番（堀川哲男君) 

 GIGA スクール構想の準備に当たり、外部からＩＣＴ活用の専門的知識を有する人材を学校に

派遣したいとのことでしたが、以前視察させていただいた岡山県新見市では、ＩＣＴを活用した

まちづくりには、設備以上にそれを指導し活用する専門的な人材が重要になってくる。このよう

に説明されました。 

 今回、全国の小中学校で一斉に動き出すのですから人材の争奪戦にもなりかねません。ぜひと

も早い段階から人材確保、そしてスムーズに導入が進むための準備を行っていただきたいと思い

ます。加えて、新型コロナ対策も GIGAスクール構想も主役は子どもたちです。制度の下に子ど

もたちが振り回されたり置き去りにされたりしないように、しっかりとした対応をよろしくお願

いしたいと思います。答弁があればよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君) 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君) 

 コロナ対策ということでも、子供たちの安全第一に考えていかなければならないと思っており

ますし、この GIGA スクール関係、これもやはり目的は子供たちの学びの推進ということでござ

いますので、限られたこの時間の中で機器導入し、通信回線の工事を行うということであります

が、学校の学習活動のためにできるだけ有効に活用するためということで現場の先生方も頑張っ

ていただいておりますけれども、当然それだけでは準備しきれないというふうに思っております。

学校と教育委員会が一体となって取り組んでいき、外部の専門的な知識も活用していかなければ

ならないというふうに考えております。 

 そして、できるだけ効果を高め、また先生方の過度な負担も考えまして 1 人１台この端末が導

入されて、活用されることにより子供たちの学びがさらに深められまして教育的な効果が上がる

ということを今後も心がけて取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、御理解を

いただきたいと思っております。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 次に、長期化する新型コロナウイルスの経済対策と新生活スタイルに対応したまちづくりにつ

いて町長にお聞きしたいと思います。これまで行われた緊急経済対策は、一定の効果を上げたと

思いますし、一息ついた事業者の方も少なからずあると思います。しかし、この間のダメージは

非常に大きく完全回復にはまだまだ時間がかかることが想像できます。今後は、収入減に苦しむ

事業者の支援と同時に日常を取り戻す経済社会活動の再開が求められます。そして、そのための

後押しが必要と考えます。今後、宿泊飲食業クーポン事業も計画されているとのことですが、町

として消費の回復、経済の復興を図る施策について考え方をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 
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○町長（ 引政明君) 

 ただいまの御質問でございます。町として現状を踏まえながらこれからの対応ということでご

ざいまして、１回目の答弁で申し上げましたので、重複するところがかなりあるかなというふう

に思いますけれども、内容を参酌の上、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 今回の新型コロナウイルスにかかる経済対策、先の臨時議会でもいち早くそれぞれの対応をと

らせていただきました。清里町では２月分から３月、要は旧年度の事業、そしてさらには令和２

年の新年度の事業と対策を繋いできたわけでありまして、この間多くの皆さんの御協力に対して

敬意を表したいというふうに思います。 

 町の経済対策といたしましては、貸付融資の限度額を引き上げ、または中小の皆さんへの経済

対策ということでそれぞれの収支を調整させていただいたところでもございます。また、それだ

けではなかなか大変なところもあるというようなことも聞きながら、次の対応を考えていきたい

というふうに思っているところでありますが、とりあえず早く手を打たせていただいたというこ

とで、そういう面では一面安心をいただいているのではないかなと思います。ただ、ここへ来て

コロナの収束、先行きがさっぱり見えないと。いつになったら収まるのかと、その不安が先に立

つわけでありますので、当面予算措置をさせていただきました４月、５月分までは今の現行、そ

してさらに６月分、７月分、いわゆる２月からの対策ですので、半年間の部分については現行の

対応を続けていきたいというふうに考えておりますが、委員から御指摘もありましたように、こ

の収束、いつまで続くんだということがありまして不安な面が沢山ありますので７月以降につき

ましても、それらの状況を踏まえながら今の制度をそのまま続けて行くのがいいのか、また抜本

的な対応が必要なのか、それから収束に向けた対応をまた講じていかなければならないのか、さ

まざまな取り組みはあろうかとは思いますが、そうした内容について改めて関係の皆さんとも協

議をしながら７月以降分については検討をさせていただきたいというふうに考える次第でござい

ます。 

 そうした中で今回特に新たな対応として中小企業以上の中規模事業者への収支、雇用の安定を

図るということでの対応も実施をさせていただきたいというふうに考えているところであります。 

 次に日常を取り戻す社会経済活動の再開の関係でございます。これらにつきましても、北海道

は休業要請が解除されましたし、また今日からは札幌圏との往来も自粛解除ということで、いよ

いよ社会経済活動が本格的に動き出す時期に来ているんだというふうに考えているところであり

ますので、これをチャンスとして捉えながらやはり地元で消費していただける、その姿を求めて

いかなければならないだろうというふうに思っているところでありまして、先に予算をいただい

ております飲食、また宿泊に対するクーポン事業を使った消費拡大対策、これをいよいよスター

トさせていきたいというふうに考えているところでございます。 

 この中から先に国の方で定額給付金、国民 1人当たり 10万円給付があったわけでありまして、

おかげさまで清里町においては一昨日現在で 98％執行をさせていただいておりますから、必ず

皆さん方の口座の中にその 10 万円が振り込みになっているというふうに考えているところであ

りますので、これらのチャンスを捉えながら商工会におきましてもキャッシュレスによる消費者

還元事業がこの６月終了いたしますので、その終了の予告とあわせて定額給付金を、是非地元の

商店で使用してもらうと。それを目的にきよポン、きよさとカードにチャージをするというよう

なことでの使用についてＰＲ宣伝をしているところでありますので、是非、町民の皆さんに広く

そうした活動が行き渡ってせっかくいただいた経済対策 10 万円でありますから、これを今使わ



16 

 

ずにしていつ使うんだというようなことになるのかなと思います。これを１つの起爆剤としなが

ら地元消費の拡大に繋げていき、そして経済の回復に繋がっていけばいいなとそんな思いでいる

ところでございます。 

 また、この６月定例議会においても予算の配置をお願いをしております、子ども子育て世代、

大変な影響を受けておりますのでこれらについても対応をしていきたいということで先ほど申し

上げたとおりでありますし、また学生に対する生活支援、そしてまた修学をあきらめることのな

いそういう対応の中にも支援をし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。いず

れにしてもいつ収束するかわからないという不透明感がありますけれども、当面今できる対策に

ついては全力で取り組みをしながらこの清里町でこのコロナウイルスによってシャッターが下り

てしまったということのないように最大の努力を傾注してまいる所存でありますので、ご理解を

いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 ７月までは現行の対策をしっかりやって行く。８月以降は状況を見て更なるものも考えていく

ということですが、町長おっしゃられましたとおり 10 万円の給付が国からされております。こ

の町に 4 千人の人口に対して 10万円ということで、４億円のお金が国から降ってきているとこ

ろであります。ぜひ、この４億円を町の中で有効に使っていただくような施策の展開、これには

商工会等との打ち合わせをしながらになると思いますが、今回計画されております宿泊・飲食に

対するクーポン事業、これなども非常に期待をしておりますし、またさらに知恵を絞るべきとこ

ろもあるのかと思いますし、ぜひ知恵も絞っていただきながら進めていただきたい。町内の消費

の回復や経済の循環には、現在町外からの観光客などに期待できません。町民の皆さんの応援、

町民の皆さんの支え合う心が大切だとそのように感じます。 

 そして、お店側も感染予防を徹底していますので安心して来てください。このようなＰＲです

とかテイクアウトのＰＲ、そんなのを町内一円でＰＲできればそのようなことも思っております

し、この様な事も必要だと考えております。町内の応援する気持ち、支え合う心などを後押しで

きればとそのように考えるところであります。 

 続いて、新型コロナの影響で町の行事イベントが中止になっています。各校の運動会、にぎわ

いまつり、グランフォンド、斜里岳ロードレース、産業まつりなど各方面に渡っています。町が

今年度力を入れようとしたグリーンツーリズムや体験型観光もほぼストップしています。楽しみ

にしていた人も沢山いる中、ただ中止にしてしまうよりは来年に繋がるような取り組みが必要だ

と考えます。グランフォンドが中止になった各コースをそれぞれが好きな日にちに走る清里フリ

ーサイクリングへと企画変更しました。清里の大自然の中、サイクリングを楽しみにしていた人

にとっては来年に繋がる嬉しい取り組みだと思います。何とか産業まつり、斜里岳ロードレース

なども来年以降に繋がる大会のものとか、バーチャル的なものでも開催できれば清里のファンも

増えることと思います。外出自粛要請の中、自宅にいる時間、いわゆるおうち時間を少しでも楽

しく旅の期分を感じてもらおうと、旅するおうち時間という企画を考え出した小さな村がありま

す。熊本県の人口１千人の五木村から発信された旅するおうち時間は、自宅で旅気分を味わって

もらえるよう、村特産の美味しい食べ物、さわやかな森の香り、お酒、おつまみなどが送られて
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きて夜には村とオンラインで繋ぎ、その地域の映像や生の声を届けるという企画で大盛況でした。

人口 1千人の村でも逆境を逆手にとったアイデア次第で、ピンチをチャンスに変える、いいお手

本だと思います。清里町でもこれから本州の暑い夏に向けて例えば涼しさを届ける水の流れです

とか爽やかな空気感。人気の生ひやむぎ、清里焼酎のハイボールなど、もしかしたら商品になる

かもしれません。コロナの影響で行事イベントなどの中止が相次ぐ中、少しでも明るい話題、来

年以降に繋がる取り組みができればと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 前段の社会経済活動の関係でありますが、地元消費拡大、これから回復に向けた取り組みとい

うことになってこようかと思います。先ほど申し上げました、それぞれ対応をさせていただいて

いる分、それから国が支給された分、これらを有効に活用いただいて、まず地元で消費をしても

らう、使ってもらう。その中から経済の好循環を生み出していく、そういうような流れを作って

いかなければならないというふうに考えておりますので、町はもちろんでありますが商工会、関

係機関、何よりも町民の皆さんが地域の経済を、商店を支えていく、そういう気持ちでこの苦境

を乗り切って行ける努力を傾注していきたいというふうに考える次第であります。 

 次に大型イベントの関係でございます。残念ながらコロナ対策、感染を少しでも食いとめる。

それが第一義的なことでありましたので、大きなイベント行事、そして会議等についてもことご

とく中止、または延期ということであります。先ほどの町長の一般行政報告の中でも、ほとんど

の会議が中止・延期がされている。そんな状況でありますし、特に札幌圏の方には出てくるなと

いうことでありますから、そういう仕事の連携についてもまた従前とは違う形での取り組みを進

めながら、対処しているというような形でもございます。 

 こういう中で町の大きなイベントであります、グランフォンド清里も中止になりました。それ

から大きなところではまだまだ先ではありましたけれども、収束の見通し、先見がつかないとい

うような中から産業まつりについても実行委員会の方で中止が決定されております。行事と言い

ますか、そういう中で東京大学の陸上部の皆さんもこの８月の夏休みを利用して清里町のこの涼

しい環境の中、国民的な行事になっております箱根マラソンへの出場のチャンスをかけて練習を

する、そうした合宿が清里で行われていたわけですが、これもやはりこういう事情の中で来られ

ないということでありまして、ことごとく大きな行事、イベントが中止の状況になっていて、誠

に我々にとっても多くの方々と接する、清里町を売り込むＰＲする大変重要な行事でもあります

ので、残念に思っているところでありますが、現状の中では何とも致し方ないのかなというよう

な気持ちでおります。ただ、そうした中でグランフォンドについてはフリーサイクリングという

今までとは違う手法での参加を求めてこの事業の継続性を出していくということでお聞きをいた

しておりますし、また網走のマラソンにおいてもバーチャル大会というようなことで、自己申告

による大会のあり方、今のＩＣＴを活用した部分での取り組みかなというふうに思っております

が、そんな取り組みも提案をされてきているということでありますので、やはり中止をした、延

期している部分について、そういうものの取り組みでの新しい形、そういうものはできないのか

とこれからも十分に関係の皆さんと対応をしていきたいというふうに思っているところでありま

して可能なものについては、そういうような対応を取りながら今までとは違う形での手法、そう
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いうものを繋げながらいろんな行事を将来へと繋いでいきたいなとそんな思いでいるところでご

ざいます。そう簡単には右から左へというような訳にもなりませんけれども、実施の方向性を含

めて代替のものも含めながら、ただ単に中止をするということでなく、将来に繋がる手法として

の対応策にも十分配慮をしていきたい、そんな思いでおりますのでこれらについてのご理解をい

ただきたいと思っているところでございます。以上、申し上げ答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 行事イベントの中止についてはぜひとも来年度以降に繋がるような工夫をしていただきながら

検討を加えていただきたい、このように思います。 

 次にテレワークの受け皿について。コロナの影響による外出自粛の反面、テレワークやリモー

トワークの時代へと一気に加速しました。パソコンさえあれば会社に行かなくてもいい、都会に

いなくてもいいというように今回のコロナによって世の中の価値観が変わりました。この流れは

田舎にとっては大きなチャンスでもあります。清里町でもテレワークオフィスを準備するべきだ

と考えます。仕事と休暇、ワークとバケーションを一緒にしたワーケーションという造語があり

ますが、ワーケーションを清里町で体験してもらう。まずはお試しワーケーションオフィス、こ

の設置を提案したいと思います。閉校した校舎を利用するのも一手だと思いますし、単なる貸オ

フィスだったら空き店舗、あるいはコミットなどの公共施設の一角を利用することも可能です。

家族とともに休暇を楽しみながらテレワークするのであればお試し住宅との連携もありだと思い

ます。テレワークへの受け皿について、ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまご質問の新しい働くスタイルという形の中で、テレワークさらにはワーケーションの

実施が提案をされているところであります。今回のこの新型コロナ感染症による感染予防対策と

して、企業が在宅勤務に合わせたワーケーション、テレワークシステム導入を大きくいたしてお

ります。実践的に行った結果、色んな課題はあるんだろうというふうには思っておりますけれど

も、一時的な部分を含めてさほど大きな影響はないのではないかというのが実践をされた方々の

実感のようであります。そういう実感を持たれまして企業の方も昨今のニュースによれば相当数

がこれからテレワーク方式による在宅勤務。要は働く時間と場所を問わないというスタイルに切

り替わっていく、そういう時期になってきたのかなというふうに我々も捉えているところでござ

います。特にそうした中で、北海道は感染に対する住民の方々の密度が低いということもありま

すし、気象的にも冷涼な地域でありますから働く生活環境としては極めて優位性があるのではな

いかなというふうに思っておりますし、これらのテレワークの移動先としてのアンケートによっ

ても４番目５番目に最適な地域ということで位置づけられておりますので、そういう方向性がこ

れから一段と増してくるものというふうに理解をするところでございます。 



19 

 

 こうした今回の対応の中で一気に話題が遡上するようになってまいりましたが、それ以前から

もやはりワーケーションの形、テレワークの導入ということで、この管内においても北見市、そ

れから隣の斜里町が取り組みを進めておりまして、場所と回線通信料それらを自由に使ってもら

うというような中で実施されておりまして、一定の方向性が徐々に見えてきているというふうに

考えております。 

 また清里町も基盤となります光回線が全戸にはっておりまして、整備率は清里は北海道の中で

も高い方であります。現在清里町の光回線の配信整備率は 100％ということでありますから、基

盤はもう十分にできているというふうに思っておりますので、あとは居住環境をどう整えた中に

それを導入していけるかということになってくるのかなというふうに思っているところでありま

す。先ほどお話をいただきました閉校の学校施設、またはお試し住宅とそうした生活の環境働く

場所の環境、これらを合わせながら対応策について今後いかにそれらを取り組んでいけるか検討

を加えていきたいという思いでおりますのでこれらについてご理解を賜りたいというふうに思い

ます。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 清里町はテレワークをしてもらう環境、そして休暇を楽しんでもらう環境にとても優れている

と思いますので、ぜひともまずはお試しで十分だと思いますから、お試しテレワークオフィス。

お試しワーケーションオフィス。これらの検討をぜひ進めていただきたい、このように思います。 

 次に、オンラインを活用したまちづくりについて。オンライン会議システム、ズームを使った

遠隔会議も当たり前の時代になりつつあります。先日、教育委員会主催のオンラインまちづくり

講座が開催されました。大人数でも双方向から参加できるこのシステムは、日本中、場合によっ

て世界中と交流可能です。オンラインの利用によって今までの交流も大きく拡大する可能性があ

ります。例えば札幌清里会や東京清里会も地区に限定することなく全国どこからでも参加したり、

開催することができますし、さらに清里町のふるさと会のネットワークが広がる可能性を持って

いると思います。また、ニュージーランドモトエカとの交流も高校同士をオンラインで繋げばさ

らに交流が深まります。現在一躍注目されました、このオンラインを活用したまちづくりについ

て、考えをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの御質問でございます。オンラインを活用した会議等の開催の関係であります。そし

て先ほどこの関係についてお話をいただきましたようにオンラインでどういうような会議ができ

るかと、どんなことができるんだというようなことで教育委員会の方で講座がありました。多く

の方に参加をいただき、かなり好評だったようでございます。その場所にいなくてもそれぞれの

場所にいて会議を行えるというようなことで時間と場所を問わない。そんな中での会議開催とい

うことになってくるのではないかなというふうに思っておりまして、使い方によっては非常に有
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効なツールになっていくんだろうというふうに思っております。実は私も先だって北海道道庁の

農政部と農業農村のオンライン会議がありました。パソコンの画面に出席者がみんな映ってそれ

ぞれ出席者のパソコン画面を通じて顔を見ながら会議をするということでありました。私も初め

ての体験でありましたし、多くの方々も初めての体験ということで、音声の操作などで少し手間

取ったりしたわけでありますが、比較的簡単な会議あたりでは十分に活用できるなと、そんな印

象を持ったわけでありますので、今後もそういう中でテレビ会議だけではという部分はあります。

やはり直接お会いして、その顔を見て相手の状況を見ながら感情表現をどうしていくか、それに

よる情報をどう伝えていくかという、画面だけではわからない部分のやりとりという部分もあり

ますから、そこら辺をどう整理しながらやっていくかという部分もありますけれども、先ほど申

し上げましたように、簡単な議事等については十分に活用できるシステムだというふうに思って

おりますので、今後の中で町もそういう手法が取れるのであればやってきたい。先ほども申し上

げました基盤は出来ています。光回線は全戸に繋がっているわけでありますので、それを一つの

システムとして、どう構築していくかというのはまた別な話にはなってまいりますが、そういう

部分で先ほどの GIGA スクールではありませんけれども、そういう中での環境づくりというのは

徐々に進んでくるだろう、また進めていかなければならないと思っているところであります。 

 御提案をいただきました、ニュージーランドモトエカ町との学校、清里高校とモトエカ高校は

姉妹提携をされておりますから、国際交流を常日頃からやはり日常的にやっていくということに

なればお互いにそのテレビ会議が回線を通じてできるという環境づくりというのは非常に大事だ

なというふうに思っておりまして実は、北海道教育局ともそのようなお話をさせていただいた経

過もありますので、清里高校の方にも働きかけをしながら、もしそういう環境づくりがというこ

とになれば、町としても全面的に協力する中、推進をしていきたい。姉妹提携を結んでいる町同

士での対応になってまいりますので、ぜひそういう方向性を捉えていきたいというふうに思って

おります。様々なアイデア、使い方があるだろうというふうに思っておりますので、今後有効な

ツールとして育てていかなければなりませんし、また我々もそれにしっかりと対応していく。そ

んな気持ち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。 

 

○議長（田中誠君) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 情報の発信の仕方についてもこれからは変わっていくだろうと思います。津別町に拠点を持つ

道東テレビは町の話題などをインターネットで広く配信していますが、例えば子供たちの音楽発

表会やスポーツ少年団の大会といった行事を配信すれば仮に家族の方が応援に行けないこのよう

な事情があっても、家にいながら映像で楽しむことも可能となりますし、町の行事や話題を発信

することで町のＰＲにも繫がります。清里町にもそのような情報発信ステーションがあればとそ

のように考える所です。道東テレビとの連携なども含めてこれからの情報発信の仕方について考

え方をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 
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○町長（ 引政明君) 

 ただいまの御質問であります。情報発信の１つのツールとして道東テレビのようなＳＮＳを使

った中での情報発信、テレビと言いますから電波で流れるというのとは全く違う。名前がテレビ

という名前ですけれども実際的にはＳＮＳを使って様々な情報を、皆様方もインスタグラムだと

か他の色んなツールでやられているかなというふうに思っておりますが、それを集約した会社で

情報を集約し作成をする。そしてそれを流していくという会社というふうにお聞きをいたしてい

るところであります。１つのツールとしてはＰＲ、宣伝の方策として、これからの中で有効なシ

ステムになっていくんだろうというふうに思っているところであります。清里町においてもこう

した会社が創設いただいてどんどん情報を流していただけるというようになるとスムーズな展開

が出来て来るのかなというふうに思っているところでありますけれども、現状となるとやはりな

かなか難しいわけでありますので、１つの情報の媒体としてのせっかくの立ち上げでありますか

ら我々としてもこの道東テレビ、どう連携できるか十分に検討させていただきたいなというふう

に思っております。これは余談でありますが、テレビを立ち上げたのは、協力隊でこられていた

方が中心となりながら立ち上げたというふうにも聞いております。１つの地域での仕事おこしの

そういう観点もあったんではないかなというふうにも思っているところであります。そういう皆

さんと連携することによって、また清里町においても地域おこし協力隊の皆さんとの連携がさら

に強まりながらそういう形の方向性が出てくればなという思いもいたしているところであります。

そういう意味も含めながら連携強化に向けた対応を検討していきたいというふうに思っておりま

す。いずれにしても、現在有る町でもそれぞれ取り組んでいるＳＮＳの手法による町のＰＲ・宣

伝。これらについては、これからも引き続き積極的な展開を図っていきたいというふうに考えて

いるところでありますので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) 

 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君) 

 今回、長期化する新型コロナウイルスへの対策について、言わばウィズコロナ、アフターコロ

ナにおいてのまちづくりについても教育長、町長から町としての考え方を伺いました。新型コロ

ナによって、幾つもの予想もしていなかったことが起こり、私たちの生活や価値観に影響を与え

ました。感染予防に十分注意しながら、新しい生活様式でのまちづくりはさまざまな制約の中で

の取り組みになると思います。自粛疲れが自粛慣れにならないように少しでも明るい気持ちが持

てるようにまちづくりを進めていけたらと思います。１日も早いコロナの収束と今までの日常を

早く取り戻せることを願いながら質問を終わらせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 このコロナウイルス収束までにはまだまだ時間がかかります。皆さんには大変なご苦労を頂く

ことになりますが、新しい生活様式、また新しい価値観。これによって大幅に変わっていくので

はないかなというふうに思っております。 
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 町におきましても町民の皆様が安心してこの町にいつまでも住み続けていくことができる。そ

んな環境づくりを全力で取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、引き続きの御指

導ご支援をいただきますようお願いを申し上げたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで、堀川哲男君の質問を終わります。ここで 11 時 15 分まで休憩といたします。 

 

休憩  午前１１時０２分 

再開  午前１１時１５分 

 

○議長（田中誠君) 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。次に、古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 先に通告いたしました、超高齢化と人口減少局面に対応した高齢者福祉・介護及び保健医療対

策の今後の方向性とあり方について町長に一般質問をさせていただきたいと存じます。 

 町におきましては既に本年度の町政執行方針で述べられているとおり、第６次清里町総合計画

の策定と移行しながら、介護保険法により３年に１度の見直しと策定が義務づけられている介護

保険料の改定に伴う新たな高齢者保健福祉計画と第８期となる介護保険事業計画の策定に向けて

事務作業が進められていると認識するものでございます。 

 なお、現在は高齢者福祉の大きな基盤をなす介護保険制度ですが、急速に高齢化が進展するな

かで、認知症高齢者の増加、核家族化の進行や家族の介護機能の低下などにより、高齢者の介護

が重要な社会的課題となり、従来、家族に依存していた介護を社会全体で担う、つまり介護の社

会化という理想を掲げ、平成 12年 4月に制度がスタートし、昨年度で丁度 20 年が経過してい

るところでございます。 

 この間、時には負担あってサービスなしなどの批判も多くあったことも事実でございますが、

数次に渡る介護保険法の改定や制度の見直しが行われた結果、今後もさまざまな課題が残される

とはいえ、介護保険制度自体は私たちの生活に定着し高齢期生活を支えるためには、無くてはな

らないサービスと仕組みとなってございます。また、利用者の数も増加の一途をたどっており、

制度発足時は全国で３兆円台だった給付総額が現在は 11 兆円に迫ろうとしております。団塊の

世代と言われる皆さんが 75 歳を迎え、後期高齢者となる 2025 問題を目前としながら今後もさ

らに医療や介護の需要が増加することが見込まれ、介護保険制度の持続的な運営のあり方がさま

ざまと議論されているところでございます。 

 こうした状況のもと、清里町においても急速に高齢化が進展すると共に厳しい人口減少の局面

を迎え、地域社会の機能や世帯構造が大きく変化する中で、当然、高齢者福祉を取り巻く社会環

境や条件も大きく変化しているのも事実でございます。具体的に高齢者福祉を取り巻く外形的な

清里町における様々な数値を見ても、介護保険制度がスタートした平成 12 年、清里町の人口は

5,300 人であり、この 20 年間で 1,300 人の大幅な減少。一方、介護保険の第１号被保険者の

なる 65歳以上の高齢者人口は、逆に 1,284 名から約 1,500人と２百数十名が増加しておりま

す。また、第２号被保険者となる 40 歳から 64 歳までの働き手の人口は 1,858 人から 1,200
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人へと大幅に 600人の減少を見ているところでございます。また、制度が始まった当初年度の要

介護認定者は 177 名で高齢者に対する認定割合は約 14％でありましたが、現在の認定者は約

300 名で割合は約 20％と、人数・割合と共に大きく増加しているのが実態でございます。 

 サービス利用の面においても平成 12 年度当初は、在宅サービスが 65名、施設サービスが 82

名と合わせて 150 名程度の実績となっていましたが、直近の数値を見てみますと在宅サービス

が約 200名を超え３倍以上に、地域密着型を合わせた施設サービスが約 120 名と、利用者の伸

びも極めて大きなものとなっています。当然、サービス利用の伸びに伴い給付額も大幅に伸びを

見せており、現在の給付総額は年間約５億円と制度スタート時の約２倍弱となり介護保険料の基

準額も現在は 5,500 円とこの 20 年間で３千円程度の負担増となっているのも実態でございま

す。ただ、負担とサービスの見合いという観点に立てば清里町においては、国における数次の制

度改定に適時対応すると共に、在宅、通所、施設サービスに加え、町独自の上乗せや横出しサー

ビスの実施を含め、町理事者及び職員、関係福祉団体等の皆さんのしっかりとした取り組みによ

り、一定の成果を上げてこられたと評価するものでございます。 

 しかしながら、今一度、清里町における高齢者の生活実態に伴う介護サービスや需用や、さら

には今後の動向に目を向けたとき、まだまだ積み残された課題や施策の隙間があるのではないか

と捉えるものでございます。こうした観点から、以下５点について町長の見解をお伺いするもの

でございます。 

 まず１点目は、本年度取り組まれる清里町高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画に

向けた基本的課題の認識をどのように持たれているのかお伺いするものでございます。特に、人

口減少が進む中において、高齢者人口が今後、当面横ばいで推移し、高齢化率の上昇と介護認定

者とサービスの給付の増加が予想されると共に、加えて経済や健康、さらには世帯構成などによ

る家族支援の有無など、高齢者個々における格差が極めて大きく拡大していく傾向が強まる状況

を踏まえた中で、重点的または優先的に取り組むべき課題をどのように捉えているか、まずお伺

いするものでございます。 

 ２点目は、地域包括ケアシステムの構築の推進についてお伺いをいたします。高齢者の尊厳の

保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができ

るよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される仕組みとして、第７期介護保

険事業計画の主要施策としても取り組まれたものと認識をしております。 

 さらに、私自身は第８期においても最も重要な主要施策として発展・進化させるべきものと考

えるところでございますが、その中核となる地域包括支援センターの体制、特に専門的なスタッ

フの充実強化が必須要件であり、その必要性と今後の体制強化に対する町長の見解をお伺いする

ものでございます。 

 ３点目は、高齢者福祉介護施設及び保険医療施設の整備と機能的連携のあり方についてお伺い

いたします。清里町においては特別養護老人ホーム、そして診療所・介護老人保健施設・保健セ

ンターの３つの機能をあわせ持つ保健福祉総合センター、さらには一昨年、保健福祉総合センタ

ーに隣接して軽費老人ホームが整備され、近隣及び人口が同規模程度の実態と比較しても、一見、

極めて施設的には整備されている、そういった状況にあると認識いたしてございます。 

 また、特別養護老人ホームについては施設建設後 34 年が経過し、施設の老朽化が見られるこ

とから、昨年、町と議会に対して整備支援の要望書が出されていると認識するものでございます。

今後、どのような形と機能で整備がなされるかは、ある意味、清里町の今後の高齢者福祉と介護

全体の受け皿として大きな意味を持つものと考えるものでございます。加えて、診療所において
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は 19 床ある病床が未使用状態にあり、医療療養病床としての役割を担えていない現況にもあり

ます。 

 今後の施設整備や運営の支援に当たっては清里町の高齢者福祉や介護、医療の実態やサービス

事業の課題を的確に捉え直し、専門的見地を踏まえた中で協議を進められ、機能的連携をしっか

りと構築することにより必要とされる潜在的な介護・医療需要の隙間を埋めていく取り組みが必

要と考えますが、町長の見解をお伺いするものでございます。 

 ４点目は認知症ケア施策の充実についてお伺いするものでございます。認知症につきましては、

言語や知覚に関する脳の機能低下が成人になってから起こり、生活に支障をきたしている状態と

されていますが、アルツハイマー型や脳血管性、レビー小体型、前頭側頭型など症状も様々であ

り、ある意味、年を取ること自体、加齢が最大の危険因子であり、人生 100 年時代が言われる今

日、誰が発症しても不思議ではありません。事実、厚労省の推計では 2025 年には 700 万人。

実に高齢者の５人に１人の割合になるとされています。加えて認知機能の少し衰えたＭＣＩ軽度

認知障害を持つ方も急激に増えてございます。特に認知症の方を家族として持つ場合、各種サー

ビスを受けつつも、極めて家族の精神的・肉体的・経済的負担は大きく、老々介護と言われる高

齢者世帯が急激に増加する当町の現況においては、深刻な課題となり施策的重要性が非常に増し

ていると考えるものでございます。 

 当然、清里町においても認知症対策は重要な施策とされていますが、認知症対策に向けた今後

の取り組みの重要性の認識について町長の所見をお伺いするものでございます。 

 最後に５点目として、生活支援サービスの充実と予防対策及び地域共同互助、見守りと支え合

いについてお伺いをいたします。 

 特に、2015年の介護保険法の改正により高齢者が要介護にならないように総合的に支援する

介護予防・日常生活支援事業が創設され、全国一律ではなく市町村が主体となった地域支援事業

が展開されていると認識するものでございます。一方、この仕組みの導入は介護給付サービスの

抑制を目的に、特に要支援１及び２の方や軽度の介護認定の方の生活支援サービスの抑制と低下

に繋がっているとの批判的評価もあるのも事実でございます。加えて、最近は口腔機能や筋力低

下、低栄養による認知身体機能の低下、いわゆる高齢者のフレイル予防の重要性が注目されてい

るところでございます。 

 こうした観点からも、重度の介護状態になる前に、地域の中で安心して暮らすことのできる地

域支援事業としての生活支援サービスは、在宅高齢者の命綱となっていることを認識され、予防

対策とあわせ、一層の強化が必要と考えるものでございます。また、高齢者の皆さんの生活を支

えるためには、制度的な公的サービスだけではなく、地域社会全体での見守りをはじめとした支

え合いや助け合いが極めて大切とされるところですが、一方で施設や行政依存度が高まる現実の

中で、地域の共同互助や見守りと支え合いの機能が少しながら低下していないかと危惧を持つも

のでございます。生活支援と予防への取り組み、加えて地域共同互助の今後のあり方について町

長の所見をお伺いし、１回目の質問とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま古谷議員からいただきました超高齢化と人口減少局面に対応した高齢者福祉介護及び
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保健医療対策の今後の方向性とあり方についての御質問にお答えを申し上げたいと存じます。少

し長くなるかもしれませんが、清里町における人口の減少や高齢化に係る状況。ただ今の御質問

にありましたように介護保険制度がスタートした平成 12 年度時点と比較し、この 20 年間で総

人口で約 1,300人減少しております。そうした中、人口減少に歯止めがかかっていない状況下に

あるわけであります。また 65 歳以上の高齢者は２百数十人の方々が増えてきておりまして、今

現在では約 1,500 人となっておりまして高齢者人口の増加と高齢化率の上昇が今後も進んでい

くだろうという推計がされているところでもあります。 

 町におきましても、これらの動向や状況を踏まえ高齢者の皆さんがこの住み慣れた地域でいつ

までも元気に幸せに暮らすことのできるように各種の施策や事業に積極的に取り組んできたとこ

ろでありまして、一定の評価をいただいておりますことに感謝を申し上げたいというふうに思い

ます。 

 ５年後には段階の世代の方々が 75歳以上の後期高齢者となります、2025 年を迎え、人口減

社会における持続的な高齢者福祉のあり方が今まで以上に重要な課題として提起されてくるもの

と認識をするところでございます。つきましては介護、医療、福祉、生活支援などの関係分野と

の連携の基盤となる地域包括支援センター機能の充実と地域包括ケアシステムの構築について、

介護医療福祉施設、関係者の皆さんを初めボランティアや自治会などの町民の皆さんとの連携の

もとに高齢化に伴う課題や問題の解決に向けた取り組みを積極的に展開して参る所存でございま

す。 

 それでは１点目の高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画の策定に向けた基本的課題

認識についてお答えを申し上げたいと存じます。御案内のように高齢者保健福祉計画及び介護保

険事業計画のこの２つの計画につきましては、老人保健法及び介護保険法の規定に基づき長寿社

会にふさわしい高齢者保健福祉をいかに構築するかという極めて重要な課題に対して本町が目指

すべき基本的な政策目標を定め、その実現に向けて取り組むべき方策を明らかにすることを目的

とした計画でありまして、あわせて介護保険事業に係る保険給付とサービスの見込みを明らかに

すると共に保険料額を定めるものでありまして、介護保険事業運営の基になるものでありますこ

とから、この２本の計画一体の計画としての策定をしているところでございます。 

 つきましては、現在策定作業を進めております本計画に係る基本的課題と重点的、優先的に取

り組む課題についてでございます。なんといっても高齢者の皆さんが介護保険を利用せずに元気

に日常生活が送れること、これに尽きるわけでありますが、実際には高齢化が進行をいたします

と介護サービスを併用せずに元気に暮らしていくことは極めて難しく困難となってまいります。

そうした中においてフレイル対策、また介護予防に合わせ介護を必要とする方への介護サービス

の供給体制をしっかりと構築していかなければならないものと考えているところでございます。

この計画の策定に当たりましては、まず高齢者の方や介護認定を受けている高齢者の方と、また

在宅で生活介護されている方が今現在、何を望んでいるのかを調査するために現在、計画に向け

たニーズ調査を実施しているところでありまして、国や北海道が定めた方向性を勘案しつつも、

清里町のニーズ調査の結果を参考としながら必要とされる介護サービスの充実と地域ケア会議や

関係する計画との整合性を図るとともに高齢者の皆さんや関係する住民皆さんの生の声を生かし

ていくことを基本に医療・介護の更なる連携や介護予防・生活支援など福祉介護サービス事業の

一層の推進を図ると共に高齢者の皆さんの生活経済的格差の解消や、家族の皆さんとの支援と健

康づくりを重点課題に計画策定委員会のもとに推進をしてまいりますので、御理解をいただきた

いと存じます。 
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 次に２点目の地域包括ケアシステム構築の推進についてでございます。本件につきましては、

現行の第７期の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に掲げております、３つの主要施策の

中でも最も重要な施策の１つとして関係機関、団体、ボランティアの皆さんや自治会などの協力

のもとに取り組みを進めてきたところでございます。超高齢社会の中にある我が町にとりまして

は第８期の計画においても引き続き取り組むべき需要な施策として認識をいたしております。御

質問の地域包括支援センターの体制、専門的スタッフの充実強化でございますが、ご案内のよう

に本町の地域包括支援センターにつきましては、町の事業として社会福祉協議会にお願いをして

いるところでありまして、一昨年に社会福祉士を１名増員いたしましたので、現在の職員体制は

支援センターの次長１名、ケアマネージャー、社会福祉士各１名、そして保健師１名の４名体制

での運営がされているところでございます。また地域包括支援センターの直接の職員ではありま

せんが、町におきましては今年度会計年度任用職員といたしまして１名の作業療法士を雇用した

ところでございます。当該職員には地域包括支援センターとの連携により専門職としての資格を

生かしながら、予防事業や健康などに関する各種の相談業務を担当いただいているところでござ

いまして、高齢者の皆さんや町民の皆さんが日常的に相談にお出でになっておりまして近隣市町

の中でも先進的な事例として注目をされておりますので、今後体制づくりに参考にしてまいりた

いというふうに考えている次第でございます。地域包括支援センターは、このケアシステムの中

核としての役割、そして中心的な事業であります総合相談支援事業、ケアマネジメント支援事業、

権利擁護業務への取り組みと今後重要となってまいります。フレイル対策などの介護予防事業へ

の取り組みなど総合的に判断をした時には早い段階での専門的なスタッフの更なる配置も視野に

入れた地域包括支援センターの体制のあり方について、十分に検討してまいりたいというふうに

考える次第でございます。 

 次に３点目の高齢者福祉介護施設及び保健医療施設の整備と機能的連携のあり方についてでご

ざいます。本町は他の自治体と比較いたしましても特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、診

療所、保健センター、ケアハウスなど施設の面においては一定の整備が行われておりまして、地

域包括ケアシステムに係る施設基盤は順調に整備されている、そのように考えております。今後

はこうした施設資源と体制をしっかりと構築する中、高齢者の皆さんが要介護状態となってもこ

の住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることが出来るよう住まい、医療、介護、予防、生

活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進めてまいる所存でございます。こ

のような中、御質問の特別養護老人ホームの改築に係る支援要望が清里福祉会より町と議会に対

して一昨年提出されたところであります。現在まで、事務的な聞き取りを通して情報をいただい

ておりますが、その構想の中では昭和 61 年建設の清楽園本体の建て替えとその後建設されまし

たユニット等の全面改修となってございます。現在の施設規模で実施するとなれば、相当な財政

出動となりますので、本施設の長寿命化に向けた改修の可能性や次期総合計画で計画を予定して

おります認定こども園、救急や火災、防災の拠点となるそれらの施設、大型事業や公共施設の長

寿命化計画に基づく各施設の改修事業などの整備に係る財源の見通しと実施時期、さらには勤務

体制や経営収支の見通しなどを整理していかなければならない課題が山積をいたしておりますの

で、今後も議会とも十分に協議をする中、総体判断をしてまいりますので御理解をいただきたい

と存じます。 

 次に診療所の 19 床の入院病床でありますが、現在はスタッフの確保が出来ない、また採算の

見通しが立たないと、そうしたことを理由に休止されている実情にあります。なお、診療所の施

設貸付契約につきましては明年３月末日で契約終了をいたしますので、次期の清里診療所体制の
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中で改めて地域包括支援システムにおける入院病床の役割、これらをしっかりと認識した中で病

床の確保に向けた最善の努力をしてまいりたいと考えております。 

 次に４点目の認知症ケア施策の充実についてでございます。我が国は高齢化の進行のもとに、

認知症の人数も増加しております。本町におきましても高齢者の年齢が高くなるほど発症者数が

増えてきておりますので、今後も認知症の発症者は増え続けるものと想定されているところでご

ざいます。認知症は早期治療により進行を遅らせたり、病状を改善させたりすることもできます

ので早期診断、早期治療を進めていくことが大切となっております。認知症への対応としては認

知症を学び地域で支え合うを基本に、町民の皆さんに認知症とはなにかということを理解してい

ただくことが一番大切なことと考えているところでございます。 

 本町における認知症予防対策の取り組みでは、ふまねっと運動、認知症と高齢者ＳＯＳネット

ワーク事業、認知症サポーター等の養成講座、清里オレンジカフェ、在宅介護者の集い等々で、

認知症の方やその家族の方を対象に、社会福祉協議会及び地域包括支援センターが中心となり行

われている実情にあります。今後とも、これらの事業の継続と高齢者保健福祉計画策定のニーズ

調査に基づく新たな施策や事業の創設と認知症に特化した施設体制のあり方などについても、重

要な課題として取り組んでまいりたいと考える次第でございます。 

 次に５点目の生活支援サービスの充実と予防対策及び地域共同互助、見守りと支え合いについ

てでございます。御質問の 2015 年の改正では、高齢者が要介護状態にならないように総合的に

支援をいたします介護予防日常生活支援総合事業が創設されております。これまで介護認定で自

立判定を受けた方を対象に行われていた市町村の介護予防事業は、介護認定の申請を行わずとも

介護予防サービスを利用できるように改正されたものでありまして、要支援者の介護予防が市町

村で行われていた介護予防に一本化されたという形の中で新しく生まれた制度でございます。 

 これにより要支援１から２の方が利用する施設のサービスでは、本事業にかかる介護保険上の

報酬単価が要介護者の方が要支援者よりも高く設定されておりますので、要支援者に対するサー

ビスの提供と施設側の収支の問題とも相まっておりましてサービス事業に係る批判的な声もあり

ますので、議員ご指摘のとおり状況を注視していかなければならないものと考えているところで

あります。 

 次に、超高齢化社会の中で元気に過ごすための介護予防、とりわけフレイル対策の重要性につ

いてでありますが、先の項目でも申し上げましたとおり本町は施設面での整備はほぼ充実してき

ておりますが、今度は予防事業としてのフレイル対策などのソフト面の施策の充実に向けて取り

組みを進めてまいる所存であります。また地域の支え合い見守りにつきましてはボランティアや

自治会、老人クラブ、民生委員、認知症サポーター、認知症等高齢者ＳＯＳネットワークの皆さ

んなどと地域福祉に関わる皆さんが核となっていただき地域の支え合いや見守り活動に取り組ん

でいただいているところではありますが、人口の減少、高齢化の進行、核家族化、価値観の複雑

化、多様化、そして行政への依存度の高まりなどの様々な要件から私たちにとりましても、こう

した活動に対する意識や人材不足、機能低下が心配されるところでございます。 

 つきましては、現在策定作業を進めております高齢者福祉計画第８期の介護保険事業計画のニ

ーズ調査の中で地域での活動や助け合いについても調査し、地域の実態把握をしておりますので

これら課題の掘り起こしと対応策について介護、福祉関係機関の皆さんとの連携のもとに地域共

同互助活動の今後のあり方について次期計画の中にも盛り込んでまいりたいと考えている次第で

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。以上、申し上げまして長くなりましたが１回

目の答弁とさせていただきます。 
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○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 それでは再質問をさせていただきたいと思います。地域包括ケアシステムの構築、その組織機

能のあり方をあわせて御質問申し上げますが、昨年議会としても所管事務調査で上砂川町の取り

組みの実態というものを勉強させていただきました。やはりそこで感じたのは、人材と持続的な

学習がきちんと職員に周知されているかどうか、これが非常に重要な形ではないか、そういうふ

うな認識ではあるんですけれども 2025 年問題を目前にした地域を各システムの中核としての

役割を担うという基本認識については町長と同じくするものであると確認をさせていただいたと

ころでございますが、答弁いただいた専門的スタッフの早い段階での輩出という具体的な取り組

みと支援センターの組織と機能の本来的あり方についてお伺いしたいと存じます。 

 先ほど答弁があったとおり地域包括支援センターについては、社会福祉協議会に委託され町の

派遣職員を含め４名体制、そのうち 3.5 人工については約年間１千 250 万の財政的支援を介護

特会から行っているという状況にあるというふうに認識していますが、言うまでもなく現在の高

齢化率が 36％を超えて、ほぼ 40％に近付いているということを考えた時、介護医療予防の一体

的提供に対するゲートウェイ、入り口としての役割、さらには相談やサービス提供のプラットホ

ームとしての役割機能。加えて、在宅、通所、高齢者施設、医療機関を結ぶ調整とマネジメント

機能を担う体制としてはまだまだ支援センターそのものは脆弱な状態、体制ではないかというふ

うに私は認識するものであり、特に町長からご答弁あったとおり特に専門家等の積極的な輩出と

いう部分を併せて総合的なマネジメント機能を発揮するためには中核的人材がやはりどうしても

必要ではないかというふうに考えるわけですが、今後の具体的な取り組み、どういう形で第８次

の介護保険計画に反映していくのかその考え方を再度お示しいただきたい、このように存じます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの御質問でございます。地域包括ケアシステムの構築に合わせた地域包括支援センタ

ーの体制、そして専門職員の充実・強化の関係でございます。先ほど来申し上げておりますよう

に議員御指摘のように人口の減少、高齢化率の進展で大変な状況になって来ておりまして、この

制度が始まった当初から見てもかなりの速度で進展がされているところでありました。当初の段

階、平成 20 年の時にこの支援センターが制度的に発足になったわけでありますが、24 年から

は社会福祉協議会の方に全体的な福祉事業サービス事業の中で専門的職員の配置を含めて業務委

託をさせていただいたわけであります。そうした経過の中で大変なスピードで高齢化が進んでお

りますし、またそれに関わる制度も多く改正をいただきました。かなり詳細にわたってのサービ

ス事業が展開をしていかなければならないということで、当初想定していた時よりも内容がかな

り濃くなってきていることも事実でありまして、それぞれの専門的な見地を持って対応していか

なければならないとそんな状況に相成って来ているわけでありますので、そうした状況をしっか

りと踏まえながら全体を地域包括支援センターはこのシステム全体を包括する中核的な役割が最
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も大きな仕事でございますので、ここら辺が果たしていけるように、町としてもそうした中にお

いて対応策を十分に検討していきたいというふうに考えております。今の法的な部分でいきます

と、今の体制で法的には支障はないわけでありますが、ただ委員からのお話にもありましたよう

に実態としていろんな介護サービスの展開をこれからの政策の中で実施するとなれば、やはりそ

れなりの対応が必要になってくるということで、法的な部分を除いての部分を含めて検討させて

いただきたいなと考えているところでもありますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 地域包括支援センターの組織機能の強化という方向性で今後取り組んでいただくということで

確認をしたいと思いますし、また先ほど来、町長より答弁あるとおり、ケアハウス、特養、老健、

診療所を含めて、施設的には十分整備されている実態の中において、ただ、現実的に地域包括支

援センターがその本来的機能を発揮しないと、その３つ、もしくは４つの施設がしっかりとマネ

ジメントできないのではないのか、という危惧がついて回るところでございます。地域包括支援

センターの機能強化を第一に考えた場合、それぞれの施設の役割をしたスキームをきちんとつく

った中においてケアハウスの役割、老健の役割、特養の役割、診療所の役割、あわせて行政側に

置いている保健師を含めた専門的職員の役割、それを地域と結びつけていく機能、そういったも

のを考えたときに地域包括支援センターの機能と運営責任というものを、今後の計画の中で再点

検した中に置いて、しっかりと位置づけていく必要があるのではないか。現在は先ほど町長から

答弁があったとおり実態的には社会福祉協議会の内部組織として。見たところ、係としてしか位

置づけられていない。現場の職員は一生懸命やっておられます。ケアマネプランづくりですとか

医療機関、それから施設の連携、非常に一生懸命やっている実態の中においても、その位置づけ

自体が本来的な位置づけに収まっているのかどうかも非常に今後の新しい役割、さらに重要性を

増す役割の中についてはやはりしっかりと見直していく必要も片方ではあるのではないか。 

 事業の執行や決裁がセンターとしてそこへ完結していないんじゃないのか。ある一定の言った

ように社会福祉協議会の一部、内部組織として位置づけられているというのが今の実態であると

いうこと。 

 本来の法律で言うところの地域包括支援センターの機能を発揮するための組織のあり方、位置

づけのあり方、運営委託のあり方そういったものを考えた場合、特に地域ケア会議という形の中

で多職種や高齢者施設医療機関との連携調整を通じた個別的課題の解決、地域課題の発見、地域

づくり資源の開発、ネットワーク形成、加えてこれからの介護高齢者福祉の政策形成という役割

をもともと法律的な制度、運用の中においては、支援センターが求められているわけであって、

そこにはそれなりの人材と資力そういったものをしっかりと位置づけていく、そういった方向性

をやはりしっかりと再構築するということが今回の第８期の介護保険計画の中において重要性を

占めているではないか。このように認識しているわけですけども社会福祉協議会に委託している

委託者の立場として現在その辺のしっかりとした根本的なあり方、今後の運営の方向性について

どのように検討されていくか、御答弁を願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 
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 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 地域包括支援センターの役割と方向性の関係でございます。先ほども申し上げましたように、

平成 24年より、今の業務委託という形で社会福祉協議会にお願いをしているわけでありますが、

あくまでも業務委託ですから全て町の計画に基づいて業務を執行してもらうということでありま

すので、そういう中において町の役割はしっかり果たしていきたいと思っておりますし、また今

までも果たしてきているというふうに思っております。 

 ただ、全体としては当時思っていた以上に、かなり内容は複雑化をしてきておりますし、また

進化もしてきているわけでありますから改めてそうした今の執行の体制が好ましいのか。またそ

れ以外の新たな対応づくりというものが適切なのか、これらも含めながら計画の中では作成にあ

たって検討させていただくように私の方からも委員会の中にお話をしておきたいと思いますが、

現状の中においても先ほど来ありますようにやはり専門職員としての配置等を含めながら役割、

執行体制を果たしていけるような対応をしていきたいと思っておりますし、なんと言っても地域

包括ケアシステムとしての役割をどう構築するかそのためのベースとなる一番核となるところで

ありますので、そこら辺について皆さんからもしっかりと意見をいただきながら調整をする中で

対応をしていきたいと考えているところでもございます。その段階において色んなやりとりが出

てこようかと思っているところでありますが、最も好ましいスタイルに向け皆さんと知恵を出し

ながら方向性の確認をしていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいというふうに思

います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 今申し上げたとおり地域包括支援センターそのものについては 40％に迫ろうとしている超高

齢化において、町民の約 40％ということは、ほぼ半数に近い人が最初の入り口とするセンター、

そこにおける役割機能というものは、制度が発足以来、非常に重要性だとかそういったものは増

しているという認識に立って、従来型ではなくしてもう１回将来未来志向型の中においてどうい

った機能を持たしていくのか組織体制をどうあるべきかについては是非第８期の計画の中で根本

的な基本的なところから検証を加えていただきたい、このように要望しておきたいと思います。 

 続いて認知症ケアの対策の充実ですけれども、先ほどソフト事業について何点か取り組みにつ

いてご説明あったわけですが、現実的に高齢化と長寿命化が進む中において国においては 2015

年にオレンジプランという形の中で認知症施策の推進総合戦略が７つのプラン柱で立てているわ

けですけれども、さらに併せて 2019 年には認知症基本法、共生と予防という形で新しい動きが

出てきている。そういった中において当町においてはある一定のソフト事業については展開され

ているが、実態としては小規模多機能型の居宅介護だとか認知症に特化したグループホームとい

うものがないことによって、地域での介護の支え方について非常に隘路があるというのが実態で

はないのか。そういった中において、１つは 2012 年に制度が導入された段階において、自治体

ばかりじゃなくて色んな議員の方とも勉強させていただいていますけれども、中国地方の山陰地

方や東北地方ではＪＡが地域産業を支えるためにそういったグループホームや多機能を持ってい
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た、さらには九州あたりでは商店街の協同組合がそういった空き家を使いながらやっているだと

か新しい取組、そういった形で当然介護保険料のはね返り地域密着型で行った場合あるわけなん

ですけれども、そういった民間活力。近隣町村については土建業ですとか違った形の会社が参入

してきているのが実態ではないかと思いますので、どうしても当町においては大規模型で全部進

んでいて行政負担がほとんど。民間と言いながらもほぼ行政からその負担をして支援をしている

というのが実態の中において民間活力ですとか地域産業の側面から新たな方向性というものを。

特に認知症については小ユニットの関係も含め検討していく余地があるんではないか。特に今後

特養の改築という形において小ユニットの改築も全面改築という答弁があった訳ですけども、そ

ういった中でそういった協議が運営者側、設置者側と十分されているのか。やはり当初申し上げ

たとおり、隙間というものがかなりあるのではないか。当町においては施設中心的な部分と各行

政の専門職、支援センターを含めて色んな部分でやっていますけど、どうしても隙間がある程度

見えてきているのも事実ではないか。そういった中において２つの大きい課題というのは認知症

の小規模のユニット、それから療養型もしくは診療型の病床というものが２つこれが大きく穴が

開いているという表現はまずいですけれども、かなり隙間となっているという前提に立った場合、

特に認知症ケアというのは今後非常に重要な施策展開の柱になる、このように認識するわけです

が、同じく第８期の中でどのように位置づけられていくのか、方向性を探るのか。こういったこ

とについて町長の見解をお伺いするものでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 先ほども御答弁申し上げましたように、高齢者の年齢が高くなればなるほど認知症の発症の

方々も増えて来ていると、これが実態でありまして清里町の場合、それに特化した施設というの

は今持ち得ていないわけでありまして、委員の方からもありましたように、しからば清里町の特

別養護老人ホーム、今回の建替計画の中ではそういうユニットの整備についての検討をされてい

るのかという部分でございますが、先ほど申し上げました具体的にそこまでまだ進んでいない段

階でありますから、課題としては皆さんそれぞれの認識をしている中で、どういうふうに持って

行こうかということにこれから議論をされてくるというふうにも理解をしております。 

 またもう１点、民間活力という部分での例えばの例で、ＪＡさんだとか商工会さんだとか色ん

な部分での民間の方々がこの認知症はどちらかというと小規模多機能型になってきますから、そ

ういう部分で大きな施設でなくて目の届く小規模な施設としての配置が求められてくるわけであ

りますので、そんな中での対応というのも十分に検討には値するかなというふうに思っておりま

す。また今回、農協さんの場合は第 10 期の農協の振興計画が策定されておりまして、その中に

おいても、ＪＡとしての高齢者に向けた対応という部分での打ち出しがされております。具体的

な中身はそこには記載されておりませんけど、やはり今農業を続けていく段階において仮に介護

者がその家族の中から出てきた場合における営農の継続性とこうしたものも含めた中での対応と

いうことでの提案でありますので中の１つの方策として、実際グループホームをＪＡさんが建設

をしてやられているという事例も各所にありますので、そうしたものを参考としながら連携を図

っていければなというふうに思っているところでございます。 

 いずれにしてもこれからやはり認知症の部分はかなり大きなウエイトを占めてくるだろうなと
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いうふうに思っておりますし、事実そういう対象の方々も増えてきているというようなことをし

っかりと認識を持った中でそれらに向けた対応が町もそうですけどもケアシステムの中に全体と

してしっかりと地域で支え合うという姿が出てくるように我々としても努力をしていきたいと思

っているところであります。そんな意味において今後ともそうした新しいスタイルに向けた御意

見等をいただければ幸いかなと考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 限られた財源の中であれもこれもは厳しいという認識をしているわけでございますけども、た

だ現実的に潜在的な需要、実態的な需要はどこにあるかということを見定めた中で、ただ単に施

設が老朽化してきた云々の議論ではなく、先ほど来述べているとおり、しっかりとそれぞれの機

能的連携が図れた中で地域の高齢者福祉が地域全体として支えていける仕組みを行政はもちろん

ですが、ある意味では民間における可能性、それは地域産業の持続性、さらには地域における新

しい雇用、農福連携や商福連携という形の様々な形の可能性を当然求めていかなければ従来型の

行政依存型になってしまって、あれは出来るけどもこれは出来ないという、どうしても隙間がそ

のまま置き去りにされるというリスクを負ってしまうというのもありますので、ある一定の方向

性というものを是非第８期の介護計画の中で検討を加えていただきたい、そして方向性を見出し

ていただきたい。必要あればそれぞれの組織団体に、新しい事業の取り組みとして、町が主体的

に呼びかけを行っていただきたい、こういった点を要望させていただきたいと思います。 

 続きまして、生活支援サービスの充実と予防対策という形で先ほど来答弁があったとおり、介

護度重度化を防ぐための通所サービスの充実等、予防対策が重要になってきて先ほど言った総合

事業の中においては従来見ていますと、どうも要支援者と要介護者の割合が総合事業対象者の中

では逆転現象に向かっているのではないか現場の声を聞いてみると 29 年福祉会でやっている例

でいくと要支援者が 40％、要介護者が 60％あったものが、昨年度は逆に要支援者が 45％、要

介護者が 55％という形の中で間違いなく逆転するだろう、そういった中で身体的支援について

は介護重度の方、それから、生活支援についてはかなり切り詰められてきているとの実態になっ

てきて、そういった中で施設の運営の財政的な側面、単価の抑え込みという形の中において、非

常に経営的にも両方の施設がそういったものになっていくと思うんですけれども、それと同時に

そのサービスを受ける高齢者の方々も限られた形の中でしかサービスを受けられない限度という

ものが見えてきている。そして働いている人たちへの待遇も厳しいものになってきている。特に

介護人材、福祉人材のしっかりとしたそういった生活を支えていくことは当町の特に超高齢化し

た状況や今後さらに進展している状況に置いては非常に重要性を増してくる働く人たちの環境、

経済、こういったものを見据えた中でやはり町単独事業として動いている、制度が変わったわけ

であって国に物申すのも必要でしょうけど実態として町が運営という形になった場合の新しい方

向性とか支援のあり方。横出しとは言いません、あくまでも町の単独事業ですからそこに厚みを

つけていくということも非常に重要になっていくのではないか。そういった要支援者にとか、そ

こにしわ寄せがいかない、それから施設運営がしっかり円滑に持続的になされる、さらにそこで

働いている方についてもしっかりと支え切れる、そういったあり方の中でやはり今後、町単独事

業としての生活支援サービスのあり方というものをもう少し厚みをつけていいのではないか。こ
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のように考えるところですが、町長の見解をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 生活介護支援サービスの関係でございます。これも介護保険法の 2015年の改正によって要支

援、要介護という区分の区分けができて、今まで町で実施していたそれらのサービスについても

介護型支援型に切り替わってきたことによる１つの大きな問題なのかなというふうに思っており

ます。それぞれの施設においてもサービス事業を提供しているわけですが、先ほども申し上げま

したように、やはり報酬単価が下がってしまったという部分でそこに介護と支援との間に隙間が

出てしまったというのが実態でありまして、それぞれの施設の担当の皆さん方からもそういう大

きな声をいただいているところでもございます。そうした中でその弊害がサービスを受けられる

側にどうしてもはね返ってしまう。介護のサービス給付のチャンスに少し目をつむるというよう

なことになってきたら大変なことだと思っております。 

 質問にありましたように対応の考え方は全く同じかなというふうに思っておりますが、これも

１つの大きな流れとしての法律に基づく仕組みになってきておりまして、また全体としての給付

とサービス、保険料との絡みがありますから、やはりここは国に対してしっかりと物を申し上げ

ながらそこの狭間を埋める対策を出してもらいたいなというふうに考えております。ただそのま

まいつまでも改正を待っていてもというのがありますから町は町として独自事業としての意味合

いもありますので、しっかりと対応ができるように関係方面とも対応策について当面どういうふ

うにそれを繋いで行けるのかと。その制度を改正するまでの間どういうふうな形でこれを維持し

ていくんだというような部分も含めて対応をしていきたいというふうに考えているところであり

ますので、これらについてのご理解を賜りたい。 

 またこの内容については保健福祉計画、今策定をしておりますし、特に介護保険事業の計画の

中でも必ず保険料に影響が出てくるというところもありますので、しっかりと議論をした中でど

ういう姿が最も好ましいかを含めて検討を加えていただくように指示をしておきたいというふう

に思っておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 町長から非常に前向きなご答弁いただいて、ありがたく思っております。是非今言っておった

形の中で町単独事業として、隙間ができないように、それからそのしわ寄せが要支援者や軽度の

要介護者、さらにはそのはね返りによって施設の運営だとかそこで働く現場で働く皆さんにいか

ないような形の中で是非ともさらに厚みをつけた中で予算措置も含めて、人的配置も含めて取り

組んでいただきたい。特にケアマネジメントしている当町の関係職員の皆さんも非常に苦労しな

がらされているというふうに認識してございますので、そこが本来は単位を下げなくちゃいけな

いけれども何とかならないかという現場での苦労は身にしみてわかりますので、その辺、三者三

様できちんとウインウインになれるような関係、そのためには町の積極的な施策支援が必要にな
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ってくると思いますので、その辺の取り組みを今後ともお願いしたいと思います。 

 最後になりますが共同事業と支え合い助け合い。これだけ立派な施設が出来てくる。そうした

中において施設中心主義的になってくると同時に、行政依存型はどうしても地域の力、それはや

っぱり高齢化しているということもあってなかなか地域全体にそのエネルギーがなくなったとい

うのもあるんでしょうけど地域の支え合いということが非常に重要になってくると思っておりま

すのでそういった中において高齢者の見守り等においても、先日も緑の老人クラブの皆さんとお

話しする機会があったんですけれども、支所に行っていろんな相談しているんだというお話もあ

って、やはり支所機能とかそういったものを前向きに積極的に使っていく。ただ単に行政事務の

窓口ではなくしてそこを活用して、臨時職員等が必要だということであれば巡回とかそういった

ことも含めてもう少し能動的な積極的な対応というものが地域と一緒になりながら行政の方のそ

ういった余裕があるとか余地があるところについては動かしていくという必要性もあるんではな

いか。 

 さらに加えて４月１日からハイヤーの利用助成事業がスタートして非常に助かっているという

声を聞いています。まだ利用率が 40％～50％ぐらいになっていると思うんですけれども、やは

り先に国土交通省においても新しい法律をつくって地域交通の計画は義務化ではありませんけど

市町村自治体は作りなさいという法律が先般成立しているわけであって、やはり今のハイヤー利

用というのは生活者、交通手段を持たない、それからある程度中心市街地から遠くに住んでいる

方については通院にしようが買い物にしようが、友達同士の交流にしようが非常に重要な策であ

ってやはり町長の昨年の一般質問の答弁にあったとおり、制度設計というものをしっかりやって

いただきたい。現在のハイヤー利用というのはあくまでも繋ぎ事業だという答弁をいただいてい

るわけであって２年３年と先送りすることなくもうこれはもう実態的に言えば他の自治体では既

に多く取り組んでいる話であって、是非今年度中を一つの目途としながら制度設計をしっかりし

ながら高齢者に対する交通対策というものを進めていただきたい、このように考えるところでご

ざいますが地域の共同、支所の機能、それから高齢者に対する交通手段の制度の設計どのように

進捗しているのか考え方があるのか最後に町長のご答弁を求めたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 地域における見守り、支え合い、助け合い運動の関係でありますが、清里町の中においても既

に高齢化率、清里町自体がもう超高齢化というところでありますが、その中でも札弦地域や緑地

域はさらに大変な状況になっているということでありまして、今まではどちらかというと支える

側にいた高齢者の方々が、今度は自分が支えてもらう立場になってきているというようなことが

ありまして、地域の見守り活動、支え合い活動が徐々に動きが鈍くなってきているというのも実

情ではないかなというふうに思います。 

 そうした中において、町もそうした方々をしっかりと見守っていかなければならないと思って

おりまして、本来、地域おこし協力隊も今予定をしているんですが、なかなか応募がないという

中で、それを待っていたらいつまでも無いで終わってしまうのではないかと。この間も所管の方

とも連携をとりまして、他所から来ないのであれば地元でということも、当面策としてやらなき

ゃならないではないかと。そうした中で地域の活動を少しでも支えていきたいなというふうに思
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っておりますし、今議員からもありましたように支所機能のあり方を再構築する必要があるだろ

うというふうに思っております。今時点でも支所で扱っている事務量というのはそんなに多いわ

けではありません。まだまだ余裕があるというふうに見ておりますからそれらをやはり地域の

方々との連携のためにどういうふうな方策がとれるか、しっかりと次年度に向けて対応を考えて

いきたいなというふうに考えているところでありますので、これらについて御理解をいただきた

いというふうに思います。 

 また先ほど来ありました地域公共交通、高齢者の方々の足を確保するという関係でありますが、

今年度から高齢者福祉ハイヤーということで、一定の方向性をスタートさせていただいたわけで

ありますけれども、これは当面対応としてのまず急がれる部分ということで実施をさせていただ

いたものでありますから、全体としての高齢者の足、地域の足をまた地域公共交通のあり方をど

うしていくか。しっかりと方向性を出していかなければなりませんし、それに向けた制度設計も

進めていかなければならないと考えている次第でありますので、これも今のそうした制度との絡

みも含めながら対応をさせていただきたいと考えている次第でもありますので、これらについて

も御理解をいただきたいと思います。いずれにしても、清里町に住まわれた今までの大先輩であ

ります高齢者の皆さんが清里町で本当に安心安全にいつまでも心豊かに暮らしていける、そうし

た環境づくりをそれは我々の使命だというふうに思っているところでありまして、横の連携もし

っかりととりながら関係機関、足並みあわせてそういう方向性を確認しながら進めていきたいと

思いますし、そういう方向性がしっかりと今回の計画の中で示せるように努力をしていきたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 最後に５つの項目に渡って町長から極めて前向きなご答弁をいただいたことを評価させていた

だきたいと思います。第６次の総合計画を策定中であり保健福祉計画、第８期の介護保険事業計

画の策定中でございますので、ぜひご答弁いただいたことを具体的にこれらの計画に反映してい

ただき、新年度予算の編成に向けて急ぐものは急いでしっかりやっていく、この超高齢化のスピ

ードに的確に対応できるような取り組みを今後とも御期待申し上げて質問を終えたいと思います。

ありがとうございました。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで古谷一夫君の質問を終わります。ここで１時 30分まで休憩といたします。 

 

休憩  午後 ０時１９分 

再開  午後 １時３０分 

 

○議長（田中誠君) 

 会議を再開し、引き続き一般質問を行います。次に、岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 
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 私は今回雇用の創出ということで御質問させていただきたいと思います。今清里町は人口が４

千人を切った状況にあります。先月の広報を見ますと 3,982 人とじわりじわりと減ってきてい

る現状にあります。古いデータでありますけれども過去の国勢調査の結果を見ますと平成２年か

ら平成 27 年の 25年間で人口が約 2 千人減っております。それに伴い、生産年齢人口も同様に

2 千人減少している結果となっております。 

 さらに、この状況下において札鶴ベニヤの一部製造部門を残しての白糠工場への移転、林産工

業の閉鎖など町内での雇用の場もさらに減少していく形となっております。 

 今後、町として雇用の場の確保、人口減少、特に生産人口の確保といった問題に対し、町長と

してどのように取り組まれていくかお伺いをしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいま岡本議員よりいただきました雇用確保対策、清里町の雇用確保の取り組みについて、

お答えを申し上げたいと存じます。ご質問の中にもありましたように本町の人口及び生産年齢人

口につきましては、昭和 35 年の国勢調査をピークに減少を続けているところでありまして、御

案内のように今年の１月末で住民基本台帳での人口は4千人を割り込みまして、減少率でも63％、

ピーク時との比較では総人口が３分の１強と、そうした数字になっております。 

 また日本全体においても、総人口については平成 20 年をピークに減少に転じておりまして、

少子高齢化が急速に進行した結果、生産年齢人口も平成７年をピークに減少に転じてきていると

ころであります。総人口の減少と少子高齢化の進行は我が国の社会経済構造に大きな影響があり

まして本町におきましても労働力の減少や地域活力の低下、社会保障費の増大など様々な面での

影響が生じてきておりまして、まさに大きな問題となっているところでございます。 

 このように人口減少社会に突入した今日、本町におきましても総人口及び生産年齢人口を維持

していくことは極めて難しい課題とは思いますが、町でこうした課題に対処するために人口ビジ

ョンに基づき平成 27 年に策定をいたしました、まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げており

ます安定した雇用の創出、新しい人の流れをつくる、子育て支援の充実、生涯にわたり住み続け

たいまちづくりの４つの基本目標のとりわけその中でも安定した雇用の場を確保、創出すること

は本町にとってまさに重要な課題との認識を持っているところでございます。 

 ご質問にありましたように札弦地区に工場を構えて本町の経済や雇用を支えていただいており

ます札鶴ベニヤの経営合理化に伴う本社工場の主要製造ラインの一部が移転されました。これに

よって地域の雇用、購買力の低下など地域経済や社会構造への影響が大きく生じてくることを本

当に心配しているところであります。さらには御案内のように、清里林産工業が４月末日をもっ

て閉鎖となりました。多くの雇用を支えていただいている木材産業の雇用の場が失われていくこ

とについては、極めて残念な思いをいたしているところであります。なお、お聞きするところに

よりますと、札鶴ベニヤ本社工場から白糠工場へ異動される方については数名ということを聞い

ておりますので、一定数の職員の皆さんは本町に引き続き居住をいただけるものと期待をしてい

るところでございます。 

 このように雇用の効果及び生産面での人口の確保については新たに人を受け入れたくても、希

望する働く場所がない、またその一方で基幹産業の農業におきましても人手不足の状況が見られ
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ておりますし、商業での後継者不足、福祉医療、保育分野における慢性的な人材不足を抱える業

種もありまして、就職と職場との間にミスマッチが起こっている現象と捉えているところでもご

ざいます。引き続き、若い世代やＩターン・Ｕターン者を始め幅広い就業機会の創出の支援を行

うとともになかなか困難、難しい課題ではありますが、今回のコロナウイルス感染症対策の在宅

勤務の実施などによる新しい働き方としてのテレワークやサテライトオフィスなどの展開も含め

た新たな雇用の場の創出も考えていかなければならないものと感じている次第であります。 

 これまで本町では指定管理制度、委託事業、事業所などへの業務のアウトソーシング、そして

新規出店や既存店舗の改修等に対する支援施策を講じておりまして、こうした事業と雇用の創出

に取り組んできたところでありますが、今後とも雇用の場を確保するための施策や事業を積極的

に推進してまいりたいと考えております。なお、今年度は第６次の清里町総合計画及び第２期の

清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定の年でもございます。御質問の雇用の場の確保、

生産年齢人口の確保、今後のまちづくりを進めていく上での根幹となる重要な柱でありますので

計画の中にしっかりと反映するとともに農協、商工会、観光協会など幅広く関係機関団体の皆さ

んと連携した取組を進めてまいりたいと考えております。 

 また本町では、御案内のとおり子育て世帯の支援策の充実や住宅環境が良く、平均して住みや

すい町ということで評価もいただいているところでありますので、仕事先が周辺の市や町で、住

んでもらえるのは清里町と。こうした家族も少なくありませんので、こうした暮らしやすい町を

さらに充実をさせてＰＲをしながら雇用の確保と、総人口の維持に努めていくように努力してい

きたいと考えている次第であります。以上申し上げまして、１回目の答弁とさせていただきたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 先ほど町長もおっしゃられましたけれども、やりたい職業と、ある職業のミスマッチというも

のがあります。当然あろうとは思うんですけども、民間に活力がありそして民間で雇用を抱え、

しっかり募集をしていただいて雇用が生まれていくのが一番理想的だと思うんですけども、なか

なかそういかない現実にあると私は思っております。 

 今後、雇用対策においてはやはり行政が積極的に動いていかなければ、なかなか雇用を生み出

すことは難しいのではないかと考えます。３月の委員会でもハイヤー利用助成券事業、券を使い

ながら他町の医療機関にも使えると利用券を使って、その中でなかなか網走の医療機関には使う

ことが難しいんではないかということでマイクロバスなどの運行を町が行って、それもまたバス

の運転手を雇う事も雇用の１つだと考えますし、スクールバスなどもやはり委託している部分も

ありますけども、それを地元で運転手を抱え、使っている費用をやはりこの町の中で雇用の場と

してしっかりと町は町でできることを、町民が求めているものに雇用の場をつくっていくという

形ができないものかなと考えるところでもあります。 

 また、町の基幹産業であります農業でも今現在農家戸数もだいぶ減少してきております。それ

に伴いまして一戸一戸の面積が膨大な形になってくると今後も予想されます。そういう中から春

先の一連の農作業がありますから、そういったことに従事してもらえる方、また季節ごとに稼働

していく麦作工場などの作業員をやっていただいたり、収穫繁忙期に行える豆類大豆の収穫など
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今現在も民間の方にお願いしてオペレーターをやっていただいている状況にあります。今後もシ

ロシストの絡みもありますので、作付けなども増えてくると思います。そういった中でもコンバ

インの作業を今の人数では足りない部分も出てくると思いますので農業に関わる中でも一連の雇

用が出来ると思います。農業に従事していただいた方に冬場も町の除雪作業などの作業にあたっ

ていただくような形、１年を通じて雇用をしていくような安定した雇用に繋げていくような形の

ようなものを作っていけないかと思うんですけれども、ＪＡなどと協議をしながら１つの事業体

のようなものを作り出せないかと考えておりますが、町長のお考えをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 様々な形態を通じての雇用の場の創出ということでございます。町におきましても、現在まで

様々な対応の中で雇用の場を確保してきたところでありまして、町が今まで直接的な事業をしな

がら指定管理業務委託事業のアウトソーシングという形を講じてきたものについては御案内のよ

うに老健の施設もありますし、ケアハウスも最近建設をいたしました。さらには温泉施設、町の

観光施設の１つでもあります緑清荘やパパスランド、緑の温泉、さらにはキャンプ場、パークゴ

ルフ場、そして町へ直接ではありませんけれども、当時としては建設を町が行い、それを譲渡し

たことによって運営をいただいております今の特別養護老人ホーム。そして特産品開発と観光を

合わせた焼酎事業所の創設というようなことで様々な面で事業を展開させていただきました。 

 これらに従事している作業員、また職員の方は相当数にのぼってきているのではないかなとい

うふうな感じをいたしているわけでありまして、引き続きこれらの全体的な管理の方法も含めて

色んな部分での雇用対策に繋がっていくように我々としても努力をしていきたいというふうに思

っております。 

 その中で、先ほど御提案のありました地域公共交通その雇用の関係であります。現在は高齢者

のための足の確保ということで福祉事業的に今年から高齢者のハイヤーの活用を提案させていた

だいたわけでありまして、今後においてもこの地帯における全体としての地域としての公共交通

の在り方、こういう部分がこれからの大きな課題となってまいりますので、そうした中に雇用を

生み出す方式なども含めながら全体としての制度設計が出来ないものか、色々検討を加えていき

たいというふうに思っているところでありまして、また御提案の農業の環境を通じた中での確保

の関係であります。何といっても清里町の農業自体は規模がかなり大きくなっておりますし、や

はりそのことによって作物も大きく三作に集約をされてきております。ですからその１面、雇用

の場が年間を通じてはないということに相なりますので、その農業部分だけで考えていくと、や

はり通年の雇用の確保ができない。雇用をしたくても来てもらえる方がいないというのは悪循環

を生み出してまいります。提案のありましたその中においても農協の麦作だとか澱粉工場だとか

そういうものとの一連の繋がりの中で年間の確保、さらには異業種を通じた中でも、そういう連

携による年間の職員の確保というようなことが大事になってくるのかなというふうに思っており

ますし、今後の大きな課題にはなりますが清里町農業振興計画の５ヵ年計画、今年からスタート

をいたします。その中でも、やはり新しい生産労働力の確保の観点からのコントラクターそうい

うような提案もされているところでありますので、これが具体的に実施に向けた方向性が持てる

かどうか、農協の方とも充分に詰めながら進めていく必要があるかと思いますが、１つの提案と
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して地域労働力の確保の関係からも極めて有意義な１つの提案ではないかなというふうに考えて

おりますので、十分に検討させていただきたいというふうに思います。また、ある一面、雇用の

場からいきますと今個別の農業の部分では個別の家庭内での農業ということでありますが、やは

り安定的な雇用を考えていきますと働く方の場面からいきますと法人化が避けて通れない道では

ないかなというふうに思っております。 

 働く人もやはり将来夢を持ってひょっとすると地主ではありませんから社長になることはでき

ませんけれども、ただし組織がしっかりしてくれば常務になったり専務になったり、やはりそれ

なりの立場を築いていくことができるということでいつまでも労働者のままで使い捨てというわ

けにはいかないと。やはりそれに合わせた対応もしっかり現場としてもとっていかなきゃならな

いというふうに考えているところでありますので、そういった意味において農業も１つの大きな

職場としての魅力がある作業でありますので、大いに検討をさせていただきたいというふうに思

っているところでございます。以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 町長も先ほどおっしゃられましたけども、現在ある事業所、焼酎工場や色々な所、その業種の

維持というのは最低限と言いますか、この人口を減らさないためにもさらに新しい業種をつくっ

ていくということだが大切だと私は思っています。また、農業の中でもどうしても確かに仕事は

切れ間があるんですけども、今の時代、ＧＰＳもついているトラクターも多々あります。少し時

間を積めば誰でも乗れるような形がある。そして後継者のいない農家さんも多々いると思います。

多分そういうところのサポートと言いますか、そういうのも集めて行くとなかなかそれなりの仕

事の量には私はなっていくのではないか。新しい農家のあり方じゃないですけどもそういったこ

とも作っていけるのではないかなと思います。そこに町の仕事を絡めていったりして、１年間の

雇用に繋げていったりしてそこに働いてくれる人を呼び込んでいくという形ができないものかな

と思いますので、前向きに今後検討していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 また働く場の確保となれば、企業誘致というのも１つの手段ではないかと私は考えます。これ

まで清里町として閉校した学校の利活用も含めた中で企業等々にアプローチなどを行ってきたこ

とがあるのか、どのようにしてそれを進めてきたのか。あればお伺いをしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 働く場、雇用の場ということでありまして先ほどの中で若干お答えをしておきたいというふう

に思いますが、やはり働く人の環境をつくる、そして生涯この清里町に住み続けていただけるそ

んな職場でなければならないというふうに思っておりますので、農業はもちろんでありますけど

も、清里町の他の産業との連携を取りながら通年作業になるように組み立てが必要だというふう

に思っておりますので、それらの部分としての扱いを皆さんと連携をしながら進めていきたいと

いうふうに考えております。 
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 それから、そうした場を確保するための１つの方策としての企業誘致の考え方でありますが、

企業誘致、これも今までも色々と取り組みをさせていただいていたところが実はありますが、な

かなか相手がありまして相手の条件等も踏まえていくと一長一短なものではないなというふうに

思っている次第でもあります。 

 今までも古くにはコロッケ工場の誘致の話もありました。現実、来るところまで行ったんです

が、用地も全て取得し、倉庫も町が全部立てて、さぁという時にやはり経済状況が合わないとい

うことで撤退をされてしまっただとか、そういう例もありますし、最近ではまだ具体的な話とし

て進めてはおりませんけれども、地熱エネルギー会社の話も実はあります。 

 ただ、この会社は九州の方と道東のある町で試験をもう既に入れておりまして、その流れの中

でこの千島火山帯の清里町に目をつけたということのようでありますからまだこれからでありま

して、どういう形になっていくかわかりませんけども仮にそういうものが出てくれば、また議会

とも十分に相談をしながらそういう方向性を探っていきたいと思っておりますし、やはり我々と

してもあちらこちら気を抜かないようにそういうネットを張りめぐらして仮にそういう話もあれ

ば色んな方々と相談をしていきたいなというようなことで、今後においても取り進めをしていき

たいというふうに思っている次第でもございます。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 学校跡地を利用してということで、今年は新栄小学校が解体の計画ということで今までは建物

があったわけですけど、今度は更地になっていく状態の中で今までよりはひょっとしたら逆にや

りやすいんではないかなという気もしますが、先ほどおっしゃっていましたけども相手があるこ

となのでなかなか難しい問題ではあると思うんですけども、そういった部分で積極的にチャンス

を逃すことなくアンテナは張っていただいて何とかそういったことも実現していっていただけな

いかなと思うところであります。 

 また 12 月だったと思うんですけども、定例会の中で伊藤議員から提案があったと思うんです

けども、清里町の小麦を使った中で製麺を作っていく。農協と町と製品として今売り出している

部分もあると思うんですけども、そういった部分で委託するのではなく、本当に清里町で工場を

つくり、そこでせっかく地元で作ったものでありますから販路を広げて１つ雇用の場にもなりま

すので、アイデアとしてどんどん検討していっていただけないかなという思いもあります。 

 また、私もアイデアが浮かんでくる方ではないんですけども、町にもたくさん若い職員の方も

おられますし農協、町の中にも若者はたくさんおります。 

 そういった人達を集めた中でアイデアなどを議論していただくような機会も多々持っていただ

いて、それをいろんな若い発想があると思いますので、町長が色んなものを汲み取ってどんどん

前にこの町を動かしていっていただきたいと私は切に願っておりますので、何とか雇用創出、こ

のまま人口が減りこの現役世代、働く世代がいなくなっていくということはこの町にとって致命

的なことだと私は思いますので、何とか色々な皆さんの知恵を結集しながらこの問題解決、前に

進めていければなと思いますので今後ともよろしくお願いいたしまして、いつも早くて申し訳な

いんですけども私からの一般質問とさせていただきます。 

 



41 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 雇用の場の確保と企業誘致の関係でありますけれども、ただいまありましたように新栄小学校、

江南の小学校について、新栄は今年度もう既に取壊しの手続きに入ってきたところでありますし、

また江南小学校につきましても地域での活用を色々検討いただいたんですが、なかなかという形

の中で断念されている。早晩取り壊しに向けた対応も考えていかなければならない。ただし、情

勢が少し変わってきていますから先ほどもありましたようにテレワークなどの色々な部分の活用

だとか色んなもの、余り急ぐこともないかなというふうに思っております。 

 ただ、新栄小学校についてはもう既に取壊しということで作業が進んでおりますので、ここの

ところはやはり更地にしなければならないということで対応していきたいと思っております。今

までは建物についての利活用の公募を提案型の公募を何回かいただいてきたんですが、実際は応

募される方がいなかったということもあったわけでありますが、今度は更地になればまた違う意

味で使ってみたいという場面はあるのかなというふうに思っておりますので、また更地になった

段階ではそういう募集を検討していきたいなというふうに思っております。せっかくの用地なの

でそこを使って新しい事業所が起きていけば雇用の場にも繋がっていくということで好循環に繋

がっていく１つのきっかけになるのではないかなというふうに考えているところでございます。 

 また、清里の特産の小麦の関係ですが、清里町農協の方で発案をされて、きたほなみを使った

小麦のうどんと、そして冷麦等を開発されました。これは北見の製粉会社の製造会社この方との

コラボによる起業ということで大変品物も良くて消費者からも好まれているヒット作品かなとい

うふうに思っております。 

 実は、岡本議員と同じように考えまして実は２回ほど社長さんとはお会いさせていただきまし

た。１回目は挨拶程度でしたが２回目はちょっと踏み込ませていただいて第２工場なるものを清

里で建てられないものかという具体的なお話をさせてもらった経過がございます。会社としても

新しいものという事になれば、将来性を踏まえた中でのということになりますので、即返答する

ことは難しいと。今はなかなか難しいという返答だったわけでありますが、ただ色んな面におい

てやっぱり清里町の良い農作物を使った良い製品を広く消費者へ届けたいというそんな気持ちを

強く持っている方でありまして、今後においても清里町との間の連携はしっかり図っていきたい

というふうにお話をいただいておりますので、また新たな角度から挑戦をしてみたい、決して諦

めたわけではありません。 

 まだチャンスをいただければ時期を見ながら働きかけをしていきたい。そのためにはやはり作

った製品が地元を通してどんどん売れていかなければならないということがありますので、都合

の良いところだけ来てくださいというわけにはいきませんから、やはりそこら辺のバックアップ

も含めてどういう対応をとっていけるかということが、これから進めていくとした中においては

一番重要な課題になってくるのではないかなというふうに思っているところでもあります。 

 先ほどありました新栄小学校が更地になればそこには十分な用地があるわけですから、そうい

う用地を提案しながらもそういうお話をさせてもらうというのも極めて有意義な話になってくる

かというふうに思っておりますので、そういう部分も含めながら少しでも清里町の人口が維持で

き、また生産労働人口が増えていくような雇用の場が出来て来ればというふうに考えている次第

であります。 
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 それからもう１つ、これらの作業を進めていく上でやはりお話がありましたように、若い人達

の意見や行動力が、これから最も必要になってこようかと思います。 

 次の時代をつくっていく若い人達が自ら発想しながら挑戦いただく、そんな土壌もしっかりと

育てていかなければならんというふうに思っております。幸い清里においてはご当地グルメの推

進協議会が若者を中心にスタートをし、そしてゆいまーるという組織の中で色んな挑戦をいただ

いておりますので、そのゆいまーるの皆さんとも、またそれ以外の様々に個別で活動されている

方もおりますから、そうした人方との連携を持ちながらも若い人達の方向性、しっかり確認をし

ながら進めさせていただきたいというふうに思っておりますし、若い人達のアイデアというのは

もう素晴らしいものがありますので、ぜひそれをまちづくりのために活かしてもらえる手立てを

町としても考えていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいというふう

に思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君) 

 先ほど終わりますと言ってしまったんですけれども、この問題に対して若い人の力も町長がし

っかりと先頭に立って、色んな部分で引っ張って行っていただきたいなと思いますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで、岡本英明君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。 

 

   ●日程第９  議案第２８号 

○議長（田中誠君) 

 日程第９、議案第 28号、清里町税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。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただ今上程されました議案第 28 号、清里町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。今回の条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税

法施行令の一部を改正する政令が４月 30 日にそれぞれ施行されまして、新型コロナウイルス感

染症等に係る徴収猶予の特例が新たに設けられました。新型コロナウイルス感染症の発生により

収入が大幅に低下するなどした場合、地方税の徴収を猶予するための改正でございます。 

 次のページから２ページにわたり改正の全文を添付してございます。 

 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を御用意ください。表紙をめく

っていただいて１ページから２ページは主な改正の要旨及び概要、３ページから６ページには新

旧対照表により改正箇所をアンダーラインにより示しております。 

 改正の内容につきましては１ページからの清里町税条例の一部を改正する条例の要旨によりご

説明申し上げます。 

 改正の要旨につきましては地方税法の一部を改正する法律等の施行に伴うものでございます。
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附則の第 10 条読替規定については第１条において法律改正に合わせて改正するものであり厳し

い経営環境にある中小企業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り償却資産及び事業用家

屋にかかる固定資産税の課税標準を２分の１またはゼロとする特例措置を講ずるとともに、新規

に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から中小事業者等が令和３年３月 31 日までの間

に法律に該当する一定の家屋及び構築物について特例措置の適用対象に加えます。 

 第２条においては法律の条ずれを改正いたします。附則第 10 条の２、法附則第 15 条第２項

第１号等の条例に定める割合については第１条において法律改正に合わせて改正するものであり

耐震改修をした住宅を令和４年３月 31 日までにそのものの居住の用に供した時には一定の税額

を減額する特例措置を講じるものでございます。 

 第２条については法律の条ずれを改正いたします。附則第 15 条の２、軽自動車税の環境性能

割の非課税については第１条において法律改正に合わせて改正するものであり、令和元年 10 月

１日から令和２年９月 30 日までの間に取得した自家用の３輪以上の軽自動車の軽自動車税の環

境性能割の臨時的軽減の適用期限を令和３年３月 31 日までの６ヵ月延長をいたします。 

 ２ページをお開きください．附則の第 24 条新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例

に係る手続については、第１条において法律改正にあわせて改正するものである地方団体の長は、

申請に基づき、その納期限から１年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができることと

いたします。 

 付則第 25 条、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例につきましては、第

２条において法律改正にあわせて改正するものであり、イベントを中止とした主催者に対する払

戻請求権を放棄した者について、20 万円を上限として寄附金を支出したものとみなすこととい

たします。 

 附則第 26 条、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例について

は、第２条において法律改正にあわせて改正するものであり個人の住宅借入金等特別税額控除の

適用期限を令和 16 年度分まで延長することとします。 

 ６ページをお開きください。附則として、施行期日を定め第１条関係の規定については公布の

日から施行し２条関係の規定は、令和３年１月１日からの施行と定めます。以上で提案理由の説

明といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」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 28号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって議案第 28 号、清里町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１０  議案第２９号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 10、議案第 29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。

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（熊谷雄二君) 

 ただ今上程されました議案第 29 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

まして提案理由の説明を申し上げます。今回の条例改正は、新型コロナウイルス感染症等の影響

に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律及び地方税法等の一部を改正する法律が

４月 30 日に施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等を講ず

ることとなりました。 

 国民健康保険税において新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々

に対し国保税の免除等を行うと国において決定されたことに伴い、本町においても国民健康保険

税条例の一部を改正し、新型コロナ対策の対応をしていくものでございます。 

 次のページに、改正の全文を添付してございます。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７ページをお開きください。新旧対照表にてご説明申し上げます。附則

に第 15 項を新たに設け、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例を定め、

町長が必要と認めたときは、令和元年度分及び令和２年度分の保険料であって、令和２年２月１

日から令和３年３月 31 日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料及び特別徴収の

場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日が設定されている保険料の全部又は一部につい

て減免することといたします。附則でこの条例は公布の日から施行することと定めます。以上で

提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 
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 これから、議案第 29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 29 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１１  議案第３０号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 11、議案第 30 号、清里町介護保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいま上程されました議案第 30 号、清里町介護保険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。 

 今回の条例改正が新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る介護保険料減免の適用範囲を

広げるものでございます。それでは別冊の審議資料新旧対照表によりご説明いたしますので審議

資料の８ページをお開き願います。 

 表の左側が改正後の条例となっており改正箇所をアンダーラインにより示しております。 

 第９条第１項中第５号を第６号とし、第４号の次に第５号、感染症の影響により一定程度収入

が減少したこと。を加え、同上第２項の末尾に、ただし、町長は、これにより難い事情があると

認めるときは、別に申請期限を定めることができる。を加えます。 

 附則につきましては、施行期日及び適用期日を記載しております。以上で提案理由の説明とい

たします。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第 30号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって議案第 30 号、清里町介護保健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３１号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 12、議案第 31号、令和２年度清里町一般会計補正予算（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。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君) 

 ただ今上程されました議案第 31 号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第３号）につきま

して、提案理由のご説明を申し上げます。補正の総額は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳

出それぞれ６億５千 783 万１千円を追加し、予算の総額を 60 億４千 54 万９千円とするもの

でございます。第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条の

繰越明許費につきましては、議案書を２枚おめくりください。第２表、繰越明許費でございます。 

 ９款教育費、２項小学校費、清里小学校大規模改修事業につきましては、事業費のうち２億 853

万４千円を繰越明許費として設定をいたします。それでは、歳入歳出補正予算の内容につきまし

てご説明をいたします。はじめに、今回提案させていただきます主な施策事業の概要につきまし

て、ご説明をいたしますので別冊の審議資料をお手元に御用意ください。審議資料の９ページを

お開きください。 

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

補正後の当該事業の予算額総額であり、財源につきましては資料に記載しておりますので特異的

なもの以外は省略をさせていただきます。２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、公用

車更新事業 372 万２千円の補正につきましては、一般共用５号車の廃車に伴い新規車両を購入

するもので、財源といたしまして車両の保険金 140 万円を充当してまいります。基金積立事業に

つきましては総務費寄附金及び令和元年度繰越金の確定に伴い１億４千 929 万９千円を財政調

整基金へ積み立てるものでございます。 

 ６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、戸籍システム改修事業 638 万７千円の補正につき

ましては戸籍法等の法律改正に伴い戸籍情報のマイナンバー連携に向けて戸籍情報システムの改

修を行うもので財源は全額国庫支出金を充当してまいります。 

 11 項新型コロナウイルス感染症対策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費、中小企業経営

安定化支援事業につきましては、新型コロナウイルスの影響により売り上げが減少しております

町内事業者への支援を行うもので受付業務委託料 24 万円、経営安定及び経営費支援の対象期間

延長に伴います分の補助 830 万円、新たに月平均売り上げ 500万円以上の事業者に対しまして

雇用維持支援を行うための補助金１千万、合計１千 854 万円を計上してございます。 

 10 ページをご覧ください。指定管理施設経営安定化事業 700 万円の補正につきましては、新

型コロナウイルスの影響による温泉指定管理施設の経営状況悪化に対しまして施設維持等のため

の支援を行うものでございます。 

 社会福祉法人支援事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため社会福祉法

人が事業を休止した期間に要する人件費、施設維持管理費、予防対策に係ります消耗品等の経費
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を補助するものでございまして、清里町福祉会 150 万円、清里町社会福祉協議会 50 万、合わせ

て 200 万円を計上してございます。 

 続きまして、子育て世帯応援特別給付金事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大

の観点から学校の休業や外出自粛の要請により家庭において追加支出が余儀なくされている子育

て世帯へ見舞金を支給しまして応援するものでございます。０歳から 18 歳までの児童一人当た

り３万円の給付金１千 800 万ほか、支給に係ります経費としての消耗品等の需用費、郵送料の役

務費等、合わせて１千 831 万４千円を計上してございます。学生等応援特別給付金事業 600万

円につきましては、親元を離れ遠方等で修学中の学生らが新型コロナウイルスの影響によりまし

て不安定な学生生活を強いられている状況にあることから 19 歳以上の学生に対し一人当たり５

万円、高校生については３万円の支援を行うものでございます。 

 １1 ページをご覧ください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、民生委員活

動事業５万１千円につきましては、交付税算定基礎拡充に伴い民生委員児童委員の活動に対する

交付金の単価改正によります差額分の追加をするもので、財源は全額道支出金を充当してまいり

ます。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、診療所開設者先行事業 33 万円の補

正につきましては、現状、無償貸付を行っております診療所の町有財産使用貸借契約が来年３月

末で終了することから、４月１日より診療を担っていただく方を公募するに当たり、医療業界誌

などに募集広告を掲載するための広告料でございます。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除

対策事業につきましては、シロシストセンチュウの防除区域におきまして国の消費安全対策事業

により緊急防除対策事業を行うもので防除協力金、旅費及び土壌調査に要する経費、まん延防止

を図るための啓発資料の作成、看板設置を行うための経費といたしまして合計 675 万２千円を

計上するのでございます。財源は全額道支出金を充当してまいります。 

 気象情報システム管理事業 22 万円の補正につきましては、旧上斜里地区地域総合施設の解体

に伴い同敷地内に設置しております気象情報システムの観測機器を移設するものでございます。

12 ページをご覧ください。畑作構造転換補助事業８千 833 万８千円の補正につきましては、先

進的な生産技術や作業体系の導入に向け気象災害リスク等を軽減するための生産技術や豆類の省

力栽培、種子用馬鈴薯等の生産性の向上等の取り組みを総合的に支援することで持続可能な畑作

産地への構造転換を図るものでございます。財源は、端数分の千円の一般財源のほかは、道支出

金を充当してまいります。 

 ６款商工費、１項商工費、２目観光振興費、観光協会補助事業 330万４千円につきましては、

清里観光協会の円滑な運営、事業推進を行うため、新たな職員１名分の人件費といたしまして支

援を人件費に対しまして支援を行うものでございます。 

 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、清里小学校大規模改修事業の補正につきまして

は清里小学校の校舎及び体育館が、経年劣化により損傷が激しいため大規模改修工事を行い施設

の長寿命化を図るもので工事請負費３億４千 702 万７千円、そのほか旅費、消耗品費合わせまし

て３億４千 757 万４千円を計上するものでございます。財源といたしまして国庫支出金１億

284 万７千円、公共施設整備基金繰入金１億５千 400 万円を充当してまいります。それでは事

項別明細書により款項区分よります補正予算の内容をご説明いたします。別冊の令和２年度補正

予算に関する説明書をご用意いただきまして、４ページをお開きください。 

 歳出よりご説明を申し上げますが、審議資料におきましてご説明いたしましたので詳細な説明

は省かせていただきますので、ご了承をいただきたいと存じます。また、特定財源の内訳につき
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ましても審議資料、また本説明書にも記載をされているとおりでございますので、省略をさせて

いただきたいと思います。なお、説明につきましては慣例により目ごとの説明とさせていただき

ます。 

 ２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費１億５千 305万１千円につきましては、審議資

料でご説明いたしました公用車更新事業 372 万２千円、基金積立事業１億４千 929 万９千円の

計上でございます。 

 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につきましては、令和元

年度のふるさと寄附金の確定に伴い、一般財源からふるさと基金に財源振替をするものでござい

ます。 

 ６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、638 万７千円につきましては、先ほど審議資料で

説明いたしました戸籍システムの改修経費でございます。５ページ、１項新型コロナウイルス感

染症対策費、１目新型コロナウイルス感染症対策費、５千 185 万４千円につきましては、審議資

料で説明いたしました新型コロナウイルス感染症対策といたしまして実施を行います中小企業安

定化支援事業、指定管理施設経営安定化事業、社会福祉法人支援事業、子育て世帯応援特別給付

金事業、学生等応援特別給付金事業の所要額を計上してございます。６ページをご覧ください。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、５万１千円の補正につきましては、審議

資料でご説明いたしました民生委員活動事業でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費 33 万円につきましては、審議資料でご説

明いたしました診療所開設者選考事業の所要額でございます。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、９千 531 万円につきましては、先ほど審議

資料で説明いたしました気象管理システム管理事業、畑作構造転換補助事業、ジャガイモシロシ

ストセンチュウ緊急防除対策事業の３つの事業の所要額でございます。 

 ７ページの下段をご覧ください。６款商工費、１項商工費、１目商工費につきましては令和元

年度のふるさと寄附金の確定に伴い一般財源から、ふるさと基金に財源振替をするものでござい

ます。２目観光振興費 330 万４千円につきましては、先ほど審議資料でご説明いたしました観光

協会補助事業でございます。８ページをご覧ください。 

 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、３億４千 757万４千円につきましては、先ほど

審議資料で説明いたしました清里小学校大規模改修事業でございます。 

 ２目教育振興費につきましては、令和元年ふるさと寄附金の確定に伴い一般財源から、ふるさ

と基金に振替えをするものでございます。 

 それでは歳入につきまして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

おけます説明、記載及び事項別明細書の歳出における特定財源内訳におきましても、詳細費目が

記載されておりますので総括の表でご説明を申し上げます。 

 14 款国庫支出金１億 923 万４千円につきましては戸籍システム改修事業に伴います改正戸

籍法対応システム整備費補助金及びデジタル手続対応システム整備費補助金並びに清里小学校改

修事業に伴う学校施設環境保全交付金を計上してございます。15款道支出金９千 513 万円につ

きましては、民生委員活動事業に伴います民生委員協議会負担金、農業費の畑作構造転換事業補

助金及びジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除業務委託金、17款繰入金、２億 627 万９千

円につきましては、財政調整基金、公共施設整備基金、ふるさと基金からの繰入金、18款繰越金

につきましては前年度繰越金、19 款諸収入 140万円は一般共用車の保険金、20款寄附金 100

万円につきましては、総務費寄附金としまして寄附１件の補正をするものでございます。よって
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補正の総額が６億５千 783 万１千円でございます。以上をもちまして、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 31号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 31 号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第３号）は原案のとおり可

決されました。 

 

   ●日程第１３  議案第３２号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 13、議案第 32 号、旧新栄小学校解体工事請負契約の締結についてを議題といたしま

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（藤代弘輝君) 

 ただ今上程されました議案第 32 号、旧新栄小学校解体工事請負契約の締結につきましてご説

明申し上げます。本件は、地方自治法の定めに基づき、工事請負契約を締結するために、議会の

議決を求めるものです。契約の目的は、旧小学校敷地内の建築物の解体除去を行うものです。工

事の概要についてご説明いたします。本工事は 2011 年春に閉校しました旧新栄小学校の校舎、

屋体、倉庫、プール、教員住宅２棟と総合地域施設の解体除去を行うものです。契約の方法は指

名競争入札による契約であり契約金額は５千 830 万円であります。なお、予定価格につきまして

は６千２万７千円です。契約の相手方は、清里町羽衣町 30 番地、株式会社石井組です。なお、

工期につきましては、令和２年 12 月 10 日となっております。以上で、提案理由の説明を終わ

らせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 
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（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

  

○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。 

 これから、議案第 32号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって議案第 32 号、旧新栄小学校解体工事請負契約の締結については、原案のとおり可

決されました。 

 

   ●日程第１４  議案第３３号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 14、議案第 33号、総合庁舎発電機設置工事請負契約の締結についてを議題とします。

本件について提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（藤代弘輝君) 

 ただ今上程されました議案第 33 号、総合庁舎発電機設置工事請負契約の締結についてご説明

いたします。本件は、地方自治法の定めに基づき、工事請負契約を締結するために議会の議決を

求めるものです。契約の目的は総合庁舎に、停電時のための自家発電設備を設置するものです。

工事の概要についてご説明いたします。本工事は大規模停電に備え、災害時に復旧の拠点となる

総合庁舎及び町民会館の機能を維持するために必要とされる能力を備えた自家発電設備を整備す

るものです。契約の方法は、指名競争入札による契約であり、契約金額は５千 82 万円でありま

す。なお、予定価格につきましては５千 214 万円です。契約の相手方は、斜里町字豊倉 62番地

８、有限会社片山電気商会です。なお工期につきましては令和３年２月 19日となっております。

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、採決する事にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第 33号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成のことは、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 33 号、総合庁舎発電機設置工事請負契約の締結については、原案のとお

り可決されました。 

 

   ●日程第１５  議案第３４号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 15、議案第 34 号、北橋補修工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただ今上程されました議案第 34 号、北橋補修工事請負契約の締結につきまして提案理由のご

説明を申し上げます。 

 本件につきましては、地方自治法の規定により工事請負契約を締結するため議会の議決を求め

るものでございます。契約の目的は北橋補修工事でございます。 

 工事概要をご説明申し上げます。本事業は橋梁の長寿命化計画に基づき改修を実施するもので

ございます。 

 北橋につきましては、昭和 40 年に新工いたしました 13 号道路と斜里川の交点にかかる橋梁

であり橋長が 50メートル、幅員は５メートルでございます。 

 工事の内容は橋面の防水、コンクリートのひび割れ補修、欄干の更新、けた部分の塗装を剥離

し、塗替えを実施するものでございます。 

 契約の方法は指名競争入札による契約であり、契約金額は６千 314 万円でございます。 

 なお予定価格につきましては、６千 453万７千円でございます。 

 契約の相手方は、清里町札弦町 48番地、野村興業株式会社でございます。 

 工事期間につきましては、契約の翌日より令和３年３月 10日を予定してございます。 

 以上、提案理由のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 
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 これから質疑を行います。 

 （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、採決することに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。 

 これから、議案第 34号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 34 号、北橋補修工事請負契約の締結については原案のとおり可決されま

した。 

 

   ●日程第１６  議案第３５号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 16、議案第 35 号、清里外１地区農業集落排水事業処理施設改修工事請負契約の締結

についてを議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただ今上程されました議案第 35 号、清里外１地区農業集落排水事業処理施設改修工事請負契

約の締結につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、地方自治法の規定により、工事請負契約を締結するため、議会の議決を

求めるものでございます。契約の目的は、清里外１地区農業集落排水事業処理施設改修工事でご

ざいます。工事概要をご説明申し上げます。 

 本事業は農業集落排水施設について供用開始後の経年劣化により設備の更新が必要な箇所につ

いて基本機能の回復と機能強化を図るための改修を行うものでございます。工事の内容は、清里

地区においては機械設備の製作でありで汚泥脱水機のほか３種類の機器について製作から搬入ま

でを行います。札弦地区においては電気設備の製作、据え付けであり流量調整槽水位計のほか、

７種類の計装機器について製作、据え付けを行うものでございます。 

 契約の方法は、指名競争入札による契約であり、契約金額は９千 86 万円でございます。なお

予定価格につきましては、９千 653万６千円でございます。契約の相手方は、札幌市ＪＦＥエン

ジニアリング株式会社北海道支店でございます。工事期間につきましては、契約の翌日より令和

３年２月 26日を予定してございます。以上で提案理由の説明といたします。 
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○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第 35号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって議案第 35 号、清里外１地区農業集落排水事業処理施設改修工事請負契約の締結に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第１７  意見案第２号 ～ 日程第１８  意見案第３号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 17、意見案第２号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意

見書について及び日程第 18、意見案第３号、新たな基本計画における農村振興の強化を求める意

見書についてを一括議題とします。提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 伊藤

忠之君。 

 

○産業福祉常任委員会委員長（伊藤忠之君) 

 産業福祉常任委員会提出の意見案第２号、第３号を、一括して説明します。 

 意見案第２号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書につい

て。本件について、地方自治法第 99条の規定により、別紙のとおり 意見書を提出するものとす

る。令和２年 ６月 19日提出 清里町議会産業福祉常任委員会 委員長 伊藤 忠之。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、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の安定化を

図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。 

２、間伐、植林、種苗生産等を着実に進めるため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置

法」を延長し、同法に基づく森林整備事業の都道府県・市町村負担分の起債を可能とする地方債

の特例措置を継続すること。 

３、森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を十

分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みや森林づくりを担う
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林業事業体や人材の育成に必要な支援措置を充実・強化すること。 

次に、意見案第３号 新たな基本計画における農村振興の強化を求める意見書について 

 本件について、地方自治法第 99条の規定により、別紙のとおり 意見書を提出するものとする。 

令和２年６月 19 日提出 清里町議会産業福祉常任委員会 委員長 伊藤 忠之。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、農村地域で安心して暮らせる生活環境の整備に向けて、都市部と同等の医療・福祉・教育・

雇用・情報通信などについての十分な政策支援を講じること。また、基幹産業である農業への政

策として、農地の維持など日本型直接支払いの拡充・強化や地域社会の維持・活性化に繋がる新

たな政策支援を講じること。 

 ２、食料安全保障の観点から、新たな基本計画で掲げる食料自給率目標（カロリーベース45％）

が確実に達成できるよう、農畜産物の市場開放に歯止めをかけるとともに、国内農業の生産並び

に農村振興の強化など具体的な施策を講ずること。また、国内農畜産物の再生産に向けた農業経

営の安定化・所得補償の充実を図るとともに、災害に強い農業づくりに向けた十分な財政措置を

講じること。 

 ３、家族農業や農業法人など多様な農業が共存できる地域政策の充実を図り、次世代を担う新

規就農者や後継者などの育成・確保対策を強化するとともに、農村人口の維持や移住・定住促進

に向けた環境整備のための手厚い財政支援を講じること。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 一括して質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 この意見案２件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第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２号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書については、原案のとおり決定されました。 

 これから、意見案第３号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 
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（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第３号、新たな基本計画における農村振興の強化を求める意見書について

は、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（田中誠君) 

 お諮りします。 

 ただいま可決されました２件の意見書の提出先、並びに内容の字句等について、その整理を要

するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先、並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

 令和２年第４回清里町議会定例会を、閉会します。御苦労さまでした。 

 

閉会  午後 ２時４８分 

 

 


