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令和２年第７回清里町議会定例会会議録（９月１５日 １日目） 

 

令和２年第７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。 

   報告第 ２号 令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

同意第１８号 清里町教育委員会委員の任命について 

   一 般 質 問 （１名１件） 

   議案第３９号 清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

議案第４０号 令和２年度清里町一般会計補正予算（第６号） 

議案第４１号 令和２年度清里町介護保険事業特別会計計補正予算（第１号） 

議案第４２号 令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計計補正予算（第２号） 

  議案第４３号 令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４４号 令和２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４５号 令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４６号 令和２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４７号 清流橋架換工事請負契約の締結について 

  議案第４８号 清里小学校 GIGA スクール対応児童用端末整備事業契約の締結について 

  議案第４９号 清里中学校 GIGA スクール対応生徒用端末整備事業契約の締結について 

   認定第 １号 令和元年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について 

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

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

          て 

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

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

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

          て 

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

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君)  

ただいまの、出席議員数は９名です。 

ただいまから、令和２年第７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、７番 村島健二君、１番 岡本英明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 堀川哲男君。 

 

○議会運営委員会委員長（堀川哲男君) 

 議会運営委員会より報告させていただきます。本定例会は決算認定が提出される議会であり、

一般質問、決算審査、その他一般議案などから判断して、本定例会の会期は、本日より９月 18日

までの４日間とすることが適当と思われます。 

 以上が議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

 本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から９月 18 日までの４日間としたいと思い

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。 

 したがって、会期は、本日から９月 18日までの４日間に決定しました。 

 

●日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（田中誠君)  

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

 

○議会事務局長（溝口富男君） 

 議長諸般の報告６点について、御報告申し上げます。 

 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）その他の会議行事等について、記載の会議行事に議長はじめ各議員が出席をしております。 

 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
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から２ぺージの（3）議会運営委員会まで記載の期日案件で会議が開催されておりますので、ご報

告申し上げます。 

 大きな３点目、令和元年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検評価報告書の提出につい

て、３ページの議長宛ての文書のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、

別冊の通り提出がありましたので、ご報告いたします。 

 大きな４点目、令和２年度財政援助団体等監査結果報告について、財政援助団体等監査の結果

について４ページの通り提出がありましたので、ご報告いたします。 

 大きな５点目、例月現金出納検査の結果について、令和２年８月分について５ページの通り提

出がありましたのでご報告いたします。 

 大きな６点目、令和２年第７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 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

 町長の一般行政報告を申し上げたいと存じます。まず大きな１の主要事業報告についてであり

ます。 

１点目の新型コロナウイルス感染症対策についてございます。本件につきましては８月の第６

回臨時議会にて、これまでについての報告を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。８月 24 日開催の政府の感染症対策分科会におきまして、

大型イベントの開催については当分の間、収容率 50％、収容人員５千人とする制限を維持するこ

とが決定されましたので、北海道におきましても当初８月末までとしていた大型イベントの収容

率収容人数の現状において９月末までの間に延長することとし、８月 25 日開催の新型コロナウ

イルス感染症対策本部で決定されたところでございます。 

また、あわせて国会等においては感染状況に応じた対策の基準を、これまで３段階の警戒ステ

ージにより設定しておりましたが、感染拡大の状況と対策などをわかりやすくするために、５段

階に警戒ステージを見直しており警戒ステージごとに注意喚起、不要不急の外出、会合などの自

粛と一部施設の利用制限、休業要請や道外との往来自粛等の幅広い対策を講ずることとされてお

ります。 

なお、北海道内の９月 13 日現在における１週間の新規感染者数については 45 人でございま

して、警戒ステージでは１ということになってございます。清里町におきましては、これらの状

況を受けて８月 28 日開催の本部会議におきまして、８月末日までとしておりました各公共施設

における利用制限を９月末日まで延長継続することといたしました。ホームページなどにより、

町民の皆さんに周知を図ってきたところでございます。また、９月 11 日開催の国の分科会にお

きまして、当分の間、収容率 50％、収容人数を５千人とする制限を維持することとされておりま

した大型イベントの開催について、警戒ステージが１ないし２まで下がることを前提としながら
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収容率の 50％を維持の上、収容人数制限をこの 19 日より緩和することとし、あわせて感染リ

スクの少ないイベントについては収容率を 100％に緩和することも発表されておりますので、北

海道の動向などを踏まえ、今後、施設上制限の緩和について清里町本部会議において検討を進め

てまいりたいと考えております。 

 次に、２点目のオホーツク町村会臨時総会についてでございます。８月 27 日、網走セントラ

ルホテルにて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、①の役員

の補選及び委員の補選につきまして佐呂間町長の改選に伴い補選が行われたものでございます。

②の令和３年の採用のオホーツク管内町村職員採用資格試験につきましては、大卒者の試験を９

月 20日、高卒者の試験を 10月 18日に実施することとしたものでございます。 

③の東京 23 区江東区との交流連携推進事業につきましては、まち・ひと・しごと創生総合戦

略の主要施策に位置づけられた地域間交流の具体的な方策として北海道と北海道町村会、東京23

区で構成する特別区区長会との連携によりまして、令和元年までの５ヵ年間の事業として取り組

みを進めてきたところでございますが、令和２年度以降も継続することを前提に今後の具体的な

交流連携のあり方について協議を行ったものでございます。 

④の北海道町村会移動理事会につきましては、今回はオホーツク町村会を当番町村会とし、９

月 29 日、30 日の両日にかけ、清里町にて開催することが決定された旨の報告があったもので

ございます。 

 次に、３点目の火災の発生についてでございます。８月 27日午後６時 42分、上斜里 129番

地の佐野和浩氏よりゴミ焼きの火が周辺の樹木、野草等延焼したとの通報がありました。消防車

両３台と消防署員による消火作業により午後９時 42 分、鎮火をいたしております。焼失面積は

75平方メートルでありまして、樹木などの枝や伐根などが燃えたものでございます。 

 次に、４点目のオホーツク地域づくり北網ブロック連携会議についてであります。８月 28日、

北網地域の２市８町の首長と、観光連盟、商工会議所、農業協同組合組合長会などの関係団体の

代表者並びに網走開発建設部、オホーツク総合振興局で構成をする北網ブロックの連携会議が網

走市の南コミュニティセンターにて開催されております。地域づくり推進ビジョン、重点プロジ

ェクトの推進状況とオホーツク連携地域政策展開方針の推進状況につきまして、網走開発建設部

及びオホーツク総合振興局より説明をいただいた後に、新型コロナウイルス感染症への対応を踏

まえた地域振興策につきまして、各市、町や関係団体の取り組みについての発表が行われ意見交

換されたものでございます。次に２ページをご覧ください。 

大きな２の主要事業の執行状況についてであります。１点目の農作物生育状況についてでござ

います。別紙により御説明を申し上げます。３ページをご覧いただきたいと存じます。 

９月１日現在の農作物生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、ここに御説明を申し上げます。まず、６月以降９月中旬までの気象の状況であり

ますが、日照時間につきましては６月中旬から下旬にかけ、少なく推移をいたしておりますが、

７月上旬からはほぼ平年並みに推移をいたしたところであります。一方、気温につきましては６

月以降８月中旬までは平年並みに推移をいたしておりますが、８月中旬からはかなり暑く推移し

たところでもございます。 

また、降水量につきましては６月から８月にかけて平年並みからやや大目に推移しております。

８月中旬からは高温・干ばつ状況を呈している状況であります。 

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

春よ恋につきましては、記載はございませんが、いずれも収穫が終了いたしております。秋まき
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小麦の単収は乾麦で 11.48 俵、製品で 9.8 俵でありまして、製品化率が 85.5％となっており、

昨年との比較で 2.7 俵下がっております。また、春まき小麦の単収は乾麦で 8.65 俵、製品で

7.76俵、製品化率は 89.7％となってございます。製品化率では過去最高、製品単収でも昨年に

続く高収量となって、次にばれいしょ（コナヒメ）は、温・干ばつ傾向により茎葉の黄変が進ん

でおりまして、上いも数、上いも１個重では平年値をやや下回っている状況にあります。ただ、

今年度より対象の品種についてコナフブキからコナヒメに変更になっておりますので、一概に比

較はできないかと思いますが、ご理解を賜りたいと思います。また生育の遅速につきましては、

２日早くなっております。澱粉工場につきましては、９月１日から操業を開始しておりまして９

月 13日時点の平均ライマン価は 20.69と伺っているところであります。 

 次に、てんさい（パピリカ）でありますが、てんさいも高温・干ばつにより一部のほ場で茎葉

の刈り上がりと萎縮が見られておりまして、根部の肥大が緩慢になっているとのことでございま

す。生育の遅速はございません。 

次に、大豆（とよみづき）でありますが、茎長、着莢数が平年値を上まわっておりますが、葉数

はほぼ平年並みでありまして生育の遅速では３日早く、登熟は順調に進んでいるとのことでござ

います。 

次に、小豆（きたろまん）でありますが、茎長、葉数、着莢数とも平年値を下回っておりますが

生育の遅速では３日早く登熟は順調に進んでいるとのことでございます。 

 次に、とうもろこし（サイレージ用）でありますが、稈長ともに平年並みでありまして糊塾期

で、生育の遅速では、４日早くなってございます。高温・干ばつにより、登熟が進んでいるとの

ことでもございます。 

次に、牧草（チモシー）でありますが、２番草の収穫期でありまして平年より３日遅く、高温・

干ばつの影響で、収量は平年地を下回っているとのことでございます。なお、今回の作況につき

ましては、９月１日現在の調査結果でありますので、現状においては、その後の高温・干ばつの

影響により全ての作物において生育が一段と進んでいるとの報告であります。以上、農作物生育

状況を報告させていただきました。 

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

でございます。９月 10 日現在の工事などの進捗状況でありますが、旧新栄小学校解体工事につ

きましては記載の工期、工事内容により実施しておりまして、学校施設の解体中であり進捗割合

が 65％となってございます。 

次の総合庁舎発電機設置工事につきましても、記載の工期、工事内容により実施はされており

まして基礎工事中でございます。進捗割合では 10％となっているところでございます。 

次の北橋補修工事につきましても、記載の工期工事内容により実施されております。路面改設

が完了いたしまして仮設工の施工中であり、進捗割合は 20％となってございます。 

次の清里外１地区農業集落排水事業処理施設改修工事につきましても、記載の工期、工事内容

により実施がされております。準備工の施工中でありまして進捗割合は 10％となっているもの

であります。 

次の清里小学校改修一期工事建築主体につきましても、記載の工期、工事内容により実施がさ

れております。校舎外壁塗装及び普通教室内装改修工の施工中でありまして、進捗割合では８％

となってございます。 

 次に、大きなⅢの主な会議・行事等の報告についてであります。第６次清里町総合計画策定審

議会が９月３日プラネット多目的ホールにて開催されております。今回は前回８月 11 日に分散
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リモート方式による全体会議を補完するものでありまして 52 名の委員の出席のもと６つの業務

目標と関連する基本計画について御審議をいただいたものでございます。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。１、主な会議行事等の報告であります。ことぶき大学入

学式・開講式について。例年５月に開催しております、ことぶき大学入学式及び開講式が新型コ

ロナウイルスの影響により、今年は８月 21 日に約３ヶ月遅れで開催されました。感染防止対策

のためご来賓及び講師の方々の出席はご遠慮いただき大学総長であります 引町長あいさつと、

今年度から新たに加わった新入学生４名の紹介を行い、時間を短縮して執り行われました。 

 なお、今年度の学生総数は例年とほぼ同様の 56 名となっております。新型コロナウイルス感

染防止のため、できるだけ密にならないよう工夫をするなど、しっかりと対策を取りながら実施

をしてまいりたいと考えております。 

 次に、教育委員会の開催状況であります。第６回教育委員会が８月 27 日開催され、記載の案

件２件について審議、決定されております。 

 次に、３その他全道大会の出場結果についてであります。2020 年度北海道体育大会・第 75

回北海道選手権水泳競技大会が８月 29 日と 30 日江別市で開催され、清里高校３年春名伸哉君

が、男子 200メートル自由型並びに 400メートル自由型に出場しいずれも５位入賞を果たして

おります。以上申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 

 

○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２号 

○議長（田中誠君)  

日程第６、報告第２号、令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題と
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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２号、令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て御説明申し上げます。本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化の法律第３条第１号

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

規定の内容は、地方公共団体の長は毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字

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

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

且つ当該健全化判断比率を公表しなければならないとするものでございます。 

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

び特別会計を含めた連結実質赤字比率につきましては、ともに黒字決算、債務負担行為、債務負

担及び一般会計以外の会計の地方債償還負担見込みや退職手当支給予定額等を含めた負担比率を

示す将来負担比率は健全財政を維持しており、この３つの指標の比率は算定上生じておりません

ので数値は入っておりません。 

 また、標準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す実質公債費比率は 9.5％で、国

の示した早期健全化基準の 25％を大きく下回るものでございます。資金不足比率につきまして

は公営企業会計における資金不足額を事業の規模で割った比率を指しております。 

 本町におきましては、簡易水道事業と農業集落排水事業の２つの特別会計が該当いたしますが、

収支は黒字となっており資金不足が生じていない状況のため、算定上比率は生じておりません。 

 次のページをご覧ください。本ページにつきましては監査委員からの意見書の写しとなってご

ざいます。監査委員の審査意見は記載の通り、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定

の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると認められる。なお、各比

率ともすべて早期健全化基準、または経営健全化基準を下回っているとされているところでござ

います。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これで、報告第２号、令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを終わりま

す。 

 

●日程第７ 同意第１８号 

○議長（田中誠君)  

日程第７、同意第 18 号、清里町教育委員会委員の任命についてを、議題とします。提出者の

説明を求めます。町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 
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 ただいま上程されました同意第 18 号、清里町教育委員会委員の任命について、提案理由のご

説明を申し上げます。本件につきましては現教育委員の福田一成氏が９月 30 日をもって任期満

了となりますので、引き続き、福田一成氏を教育委員として任命いたしたく地方の教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

 法第４条第２項は、委員は当該地方公共団体の長の被選挙権を有するもので、人格が高潔で教

育学術及び文化に関し、識見を有する者のうちから地方公共団体の長が議会の同意を得て任命す

るとした規定でございます。 

 福田一成氏は、向陽 183 番地にお住まいで昭和 31 年２月 17 日生まれの満 64 歳の方でご

ざいます。履歴等につきましては、次のページに記載をしておりますので、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 10 月１日から令和６年９月 30 日までの４年

間でございます。満場でのご同意を賜りたくお願いを申し上げまして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。 

 本件については、議会先例により討論を省略します。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから、同意第 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 18 号、清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 

●日程第８ 一般質問 

○議長（田中誠君) 

 日程第８、一般質問を行います。発言を許します。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 それでは先に通告いたしました地域振興対策の基本的な考えと施策展開の方向性について、町

長に一般質問をさせていただきます。 

 現在、策定中の第６次清里町総合計画の進捗状況につきましては、逐次町長の一般行政報告及

び常任委員会において御報告をいただいているところでございますが、新型コロナウイルスの影

響により策定委員会の開催がなかなか難しかったこともあり、当初予定よりも若干遅れ気味であ
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りますが、町民アンケートや分科会の審議を整理し、６つの分野別の目標を原案としながら最終

答申に向け審議が進められていると承知しているところでございます。 

 新型コロナウイルスという予想されない環境と条件の中で、策定審議に携わっておられる 70

名を超える委員の皆様のご労苦、さらには事務作業に当たられる職員の皆様に対して心より敬意

を表する次第ですが、次期総合計画と総合戦略及び今後の地域振興対策への取り組みに関連し、

以下の４点について町長の認識と所見をお伺いするものでございます。 

 それではまず第１点目は、人口減少と超高齢化を見据えた中での持続可能なまちづくりの基本

戦略と施策展開についてお伺いするものでございます。 

 既に昨年来、私は町長への一般質問の場において人口減少と超高齢化のもとにおける経済振興

や雇用対策、医療、福祉、介護のあり方に地域公共交通対策の喫緊性について質問をさせていた

だき、課題認識については基本的に共有しているというふうに考えているところでございます。 

 ただし、現実的に清里町の現況を直視するとき、その深刻度がかなり急速に増しているのでは

ないのか考えるものです。特に新型コロナウイルスの影響を除いてみた場合における地域経済と

産業の実態においては、直近の町内の大手事業所の大幅な製造ラインの縮小や清算、休業、小売

り商業の慢性的な停滞など農業関連分野以外の産業の活力を大きく失われ、いわば農業関連と公

共サービス、公共投資、年金経済だけが地域のフロー経済として動いている。これが当町の現実

ではないかというふうに認識するところでございます。 

 しかも町においては先に述べたとおり、急速な高齢化に対応すべく医療、福祉、介護はもちろ

んのことでございますが、教育や観光などにおいても独自施策や対策により、制度的・義務的な

負担以外の支出も大きく肥大化しつつある。加えて大規模施設の老朽化による長寿命化と改築へ

の投資が今後増大していく。 

 一方、コロナ禍における国の財政的支出が赤字国債として財源手当てはされておりますが、近

い将来、この反動として地方財政の引き締めにより地方交付税の圧縮が強く予想されるところで

あり、清里町の税収やふるさと納税等の自主財源の実態からしても財政運営上の厳しさが一段と

増してくると認識すべきと考えるところでございます。 

 当然、さまざまな計画レベルにおいて理想や夢、未来を語ることを否定するものでは全くあり

ませんが、そうした厳しさを増すことが予想される環境を前提に、今後持続可能なまちづくりを

目指すとするならば、その基本戦略をどこに置くのか。加えて施策的な展開の視点をどこに置く

のかが極めて重要になります。現時点における、持続可能なまちづくりに向けた町長の所見をお

伺いするものでございます。 

 続いて２点目は、清里・札弦・緑３地区の地域振興対策ビジョンの構築についてお伺いするも

のでございます。 

 清里町においては歴史的にも産業的にも、加えて教育や道路・鉄道の交通網についても、市街

地を形成していた３地区を中心に発展し地域振興が図られてきたことは、町民等しく認識してい

るところでございます。従前的には、ある意味、清里市街本町以外の２地区においても役場支所

や出張所、トレセンやパークゴルフ場などの体育施設や温泉施設、学校など、３地区の均衡した

振興が心情的にも暗黙の合意事項として図られてきたと思うところでございますが、現在の緑・

札弦地区における人口減少と高齢化の厳しい実態は、生活維持機能を確保していくことすら困難

性を若干伴う状況となってきていると考えるものでございます。 

 役場所在地である清里市街地においても、中心商店街の空き地店舗対策がなかなか進まない中、

さらに木材関連製造事業所の清算閉鎖により空洞化だけではなく美観・治安・防災上の懸念も新
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たに生じてきているのが実態ではないでしょうか。 

 こうした３地区の実態や課題にアプローチした、より具体的な地域振興対策ビジョンの構築の

必要性について、町長自身はどのように認識され施策として取り組まれるのかお伺いするもので

ございます。 

 ３点目は、地域振興対策に向けた土地利用計画及びまちづくり機能の再編と集約についてお伺

いするものでございます。人口減少や超高齢化が今後も急速に進展するとすれば、清里町のよう

な農村型社会にあっては、よりコンパクトで機能性を備え、行政サービスの連携が集約的に図ら

れるまちづくりが重要になると考えるものでございます。いわゆる、住む場所、居住住宅地や商

店街、福祉・医療・介護・教育の公共機能、加えて交通結節点が集約的に形成されているコンパ

クト・タウン化が、町民生活や防災、そして行政運営とコスト管理の面からも強く求められてい

るものと思うところでございます。 

 かつては土地開発公社を活用した公共用地の先行取得と土地利用計画に基づき、大きくまちづ

くりの機能集約が行われ、中長期的なビジョンを持ってまちづくりや公共施設の整備が進められ

てきた経過がございますが、今後、第６次総合計画の中でプロットされる大型事業や清里市街地

の商店街空き家活用による空洞化対策、事業縮小や清算に伴う工場跡地の保安や安全と防災対策

の観点からも、町有地の利活用も含めたまちづくり計画のグランドデザインとして土地利用計画

のマスタープランの策定が総合計画と連動し必要とされるものと考えるのでございますが、町長

の認識をお伺いするのでございます。 

 最後に４点目として、第２期総合戦略（まち・ひと・しごと）の重点的な取り組み施策につい

てお伺いするものでございます。第 6次総合計画と並行しながら、連動した行政計画としての第

２期総合戦略の策定も進められていると認識するものでございます。 

 言うまでもなく人口の東京圏への一極集中を脱却し、地方の人口維持や経済・雇用の活性化を

目的として国主導により行われたところであり、第１期５ヵ年は準備期間も非常に短い中でスタ

ートした、いわゆる生煮えの状態のまま進められた結果、主導した国自体も、第１期計画の評価

は遠く目標達成に及んでいないそういった評価がされているところと認識するものでございます。 

 こうした中、内閣府においてこの事業の立ち上げと執行責任者であった現地方創生地域活性化

センター理事長の椎川忍氏は、最近の論文の中で、対処療法的な政策だけではなく体質改善的な

取り組みが必要であり、移住者の財政支援や出生率向上のための子育て政策など、お金だけで人

間は本当に動くのか、温かいコミュニティの再生と地域共生社会の構築が必要であり、その基本

は教育と人づくりであり、それを担うのは正しく教育行政ではないか、それに期待すると述べて

おります。当事者である、その方の善し悪し議論はさておき、そうした視点も踏まえた時に清里

町においては第２期の計画を先の第１期総合戦略の踏襲を前提とした行政計画としていくのか、

視点や観点を実効性や地域の実態など、さらには課題に置き換えた行政計画とするのか、重点的

に取り組むべき施策をどのように捉え直していかれるのか町長の所見をお伺いするものでござい

ます。以上を申し上げ、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) 

 それでは、ただいま古谷議員からの一般質問、地域振興対策の基本的な考え方と施策展開の方
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向性についてお答えしたいと思います。まず総論でありますが、御質問にありましたように平成

23年度よりスタートをいたしました第５次清里町総合計画、本年で最終年となります。そうした

ことから現在、令和３年度から 10 年間を計画期間といたします第６次総合計画の策定に向けて

審議委員さんの皆さんに御審議をいただいている状況でございます。 

 先ほどありましたように新型コロナウイルス感染症の影響がありまして当初の予定より現在、

若干遅れながらの作業ということで進めておりますが、清里町に住む人、また訪れる人、関わる

全ての人が、幸せを実感できるそうした令和の時代の新しい町づくりの最上位計画となる総合計

画でありますので、皆さんの意見を十分に聞きながら慎重に作成をしていきたいというふうに考

えている次第であります。 

 そうした中で御質問４項目のうち、まず１点目の人口減少と超高齢化を見据えた持続可能なま

ちづくりの基本戦略と施策の展開についてでございます。本町の産業経済、人口の減少、少子高

齢化の急速な進展と長い間、本町の経済と雇用を支えていただいております札弦ベニヤの本社工

場の縮小、林産工業の閉鎖、景気の低迷、町外の消費流出による商業の停滞、さらには本年に入

り世界的に大流行しております新型コロナウイルス感染症により、産業経済、生活、医療、福祉、

教育のあらゆる分野に大きな影響を及ぼし大変な状況となっておりまして、一段と厳しい状況下

に置かれているものと認識をしているものでございます。 

 さらに、人口減少が依然として続いておりまして、この２月には４千人を割り込んでおります

し高齢化率は約 38％に到達いたしまして超高齢化社会となっております。そうした中における

持続可能なまちづくりの基本戦略と施策展開の視点でございますが、人口減少による経済の縮小、

高齢化による社会保障費の急増、社会資本の老朽化、地方交付税の圧縮などにより財政運営が厳

しくなることが想定されておりまして、これまで以上に町の経営を意識したまちづくりが求めら

れるものと認識をするものでございます。 

 また、地方自治体を取り巻く環境が年々変化をしており、複雑かつ多様化する行政課題を的確

に把握し、まちづくりを推進していかなければなりません。基本的な考え方につきましては、従

前から申し上げしておりますが、清里町の緑豊かな自然環境と地域資源の優れた特性を最大限に

生かし、持続可能なまちづくりを推進するための住民参加と協働、共創のまちづくり、活力にあ

ふれた産業の振興、快適環境のまちづくり、健やかに暮らせるまちづくり、豊かな心を育むまち

づくりの目標のもとに、子どもからお年寄りまで活力にあふれ元気で健やかに暮らせる安心、安

全なまちづくりを進めていくための具体的な施策を確実に実行してまいりたいと考えている次第

でございます。 

 ２点目の清里、札弦、緑３地区の地域振興ビジョンの構築についてでございます。御承知のと

おり、清里町においては歴史的にも産業的にもＪＲ釧網本線沿線の３駅の周辺に清里、札弦、緑

の市街地が形成されております。３地区それぞれに地域における行政サービスの総合窓口として

の役場、役場支所、そして消防体育施設、温泉施設、学校などの整備が進められ、地域の振興が

図られてきたところでございます。御案内のように清里町全体においては、人口減少と高齢化が

進んでおりますが、特に札弦、緑の両地区の人口減少と高齢化は著しく高齢化率では８月末現在、

札弦第１自治会で 45.8％、札弦第２自治会で 69.3％、緑自治会においては 53.7％となってお

りまして、超々高齢化社会となっているところでございます。今後の３地区の地域振興対策であ

りますが、札弦、緑地区につきましては住み慣れた地域に安心して暮らしていける環境の確立を

第一に考えながら両地区の住民の意向を尊重し、不安や思いを共有しながら地域のまちづくりの

方向性を共に考えていくことが重要であるものと考えている次第でございまして、具体的には生
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活維持機能の確保対策を優先し、あわせて温泉、学校跡地、観光資源など、それぞれの地域の特

色ある資源を活用した持続可能な取り組みについて地域の皆さんとともに進めていきたいと考え

ている次第でございます。清里地区につきましては、これまで町の中心となる市街地として施設

の整備、充実が図られてきたところでありまして、今後も町の顔としての設備、機能の充実を目

指していきたいと考えております。しかし、市街地商店街では空き店舗に空洞化が進み、町並み

にも影響が出てきておりますので、中心商店街においては商工振興計画による空き店舗などの利

活用方策や、郊外においては景観計画による自然景観の形成整備に合わせた生活と経済を支える

環境づくりと生活の場の維持発展のために商工会等との連携を一層深めてまいりたいと考えてお

ります。清里、札弦、緑の３地区はそれぞれに歴史や産業形態、人口構成や社会生活環境などが

異なっておりますので、地域の皆さんとの連携のもとに主体性、自主性を基本にそれぞれの地域

特性に合ったまちづくりを進めてまいりたいと考えている次第でございます。 

 次に３点目の、地域振興対策に向けた土地利用計画及びまちづくり機能の再検討集約について

であります。人口減少が進み、過疎化や地域コミュニティの維持などの課題が顕在化してきてお

りました。また、高齢化による交通弱者の増加に伴い、買い物などの日常生活にも支障を来すな

ど社会的問題が生じてきております。これらの課題、問題の解決のために誰もが快適で安心して

暮らすことができるよう地域特性を生かしながらコンパクトなまちづくりの形成とネットワーク

の充実を図る必要が高まってきているものとも認識をするところであります。 

本町におきましても人口減少、少子高齢化の進行、社会経済情勢の変化、空き家、空き地の増

加等を見据える中で地域特性を最大限に生かしながら、利便性が高く、いつまでも住み続けるこ

とができるコンパクトでコスト管理の面からも効率的なまちづくりの必要性が重要となってきて

いるところであります。つきましては公共施設管理計画のもとに機能が類似した施設を集約し、

それぞれの施設を連携、活用することでまちの魅力や利便性の高いまちづくりを進めてまいりた

いと考えているところであります。現在の清里町グランドデザインにつきましては、第５次清里

町総合計画と連動するものとして平成 23 年から令和２年度を計画期間として策定されておりま

して、土地利用計画と景観計画が施設整備計画、主な施策事業での内容で構成されているもので

ございます。つきましては現在、公共施設の長寿命化に向けた改修整備や認定こども園を初めと

した大型事業も予定されておりまして、土地利用計画を含めたグランドデザインの策定について

十分に検討させていただきたいというふうに考えております。 

 次に４点目の、第２期総合計画総合戦略、まち・ひと・しごとの重点的な取り組み施策につい

てお答えをしたいと思います。国におきましては、東京圏への一極集中の是正や地方の人口維持、

地方経済の活性化への取り組みとして、まち・ひと・しごと創生法のもとに平成 27 年度から令

和元年までの５ヵ年を第１期とする総合戦略を策定をしておりまして、地方に仕事を作り安心し

て働けるようにする、地方への新しい人の流れをつくる、若い世代の結婚、出産、子育ての希望

を叶える、時代に合った地域を作り安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携するとした４

つの基本目標を掲げ、取組みを進めてきているところでございます。また、国のこうした枠組み

や、まち・ひと・しごと創生法の定めにより全ての都道府県及び市区町村においても人口ビジョ

ンと地方版創造戦略が策定をされておりまして、人口減少、少子高齢化への対応、農林水産業、

商工業、観光等の地域産業の振興や、雇用の場の確保、安心・安全な生活の提供など、様々なプ

ロジェクトが実施されてきたところでもございます。国においては、第２期の総合戦略の策定に

当たり、第１期計画の検証において、東京圏への一極集中は変わらず増加傾向にあり基本目標の

地方への新しい人の流れをつくる若い世代の結婚出産、子育ての希望を叶えるこの項目につきま
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しては、各施策の進捗の効果が十分に発揮されるには至っていないとこのような見解が示された

ところでございます。また、地方版総合戦略においては移住定住、観光、子ども子育て等におい

ては良い傾向が出ているとの評価をしているところではありますが、人口減少への大きな解決へ

の取り組みには至っていないとの評価がされております。こうした中、清里町においてもそれぞ

れの基本目標の達成に向けて、新規起業への支援、婚活イベントの開催、ブランディングプロジ

ェクト、移住定住支援、子ども子育て支援事業などの各種の施策事業を展開をしてまいりました

が、こうした様々な施策や事業の展開においても、人口減少そして少子高齢化に歯止めをかける

ことは容易ではございません。 

 しかし、ここに改めてこれまでの施策事業の検証をもって未来につながる事業施策の的確な推

進を図っていきたいと考えております。そうした中、本町における第２期のまち・ひと・しごと

創生総合戦略は現在策定作業を進めておりまして、第６次清里町総合計画との計画期間を合わせ

る観点から令和３年度から令和７年までの５ヵ年計画とし総合計画と並行し策定作業を進めてい

るところでございます。次期の総合戦略はまち・ひと・しごと創生法に基づき、４つの基本目標

と２つの横断的な目標のもとに地方版総合戦略を策定することとなりますが、４つの基本目標と

２つの横断的目標におけるそれぞれの施策や具体的な展開方策につきましては、清里町が抱える

課題を少しでも解決のできる取り組みに重点を置き、策定をしていくことといたしておりまして、

あわせて実効性におきましても総合計画における方向性や、協働と行政の補完性の観点から導か

れる手法についての検討を進めていきたいと考えている次第であります。 

 また２期計画で重点的に取り組む施策の考え方でありますが、少子高齢化そして人口減少の流

れを緩和するためには若い人たちの雇用の確保による地域経済の活性化、そして生活社会基盤の

整備、充実が課題となってくるものと考えております。私としてはこうした施策や事業の重要性

に鑑みながら、それぞれの施策の展開をしてまいりたいと考えておりますが、少子高齢化と人口

減少社会という現実をしっかりと見据えた上での町民皆さんの生活と健康、いのちを守るための

施策事業、これが基本になるものというふうに考えておりまして、これらの内容の精査に向け、

今後、十分に取り組んでまいりたいというふうに考える次第でございます。以上申し上げまして、

１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

 それでは再質問させていただきたいと思います。限られた時間ですので簡潔にまた御答弁の方

をよろしくお願いしたいと思います。 

まず１点目の人口減少と超高齢化を見据えた持続可能なまちづくりの基本戦略と施策の展開の

関係で、今、町長から総論として述べられたわけなんですけれども、実態的な総合計画的なもの

としては総花的にならざるを得ないし、町長の第三期の公約としてもそういった目標設定は妥当

なものというふうに思うんですけれども、現実的な目標と戦略の違いをきちんと明確に意識され

て行政運営に当たられているかどうかということを今回の質問の中で問うているわけであって、

特に人口減少と超高齢化が生じている課題や住民不安への取り組みの戦力の明確化ということが

頭にきちんと見据えることが必要ではないのか、１月１日の住民基本台帳上の人口減少率も

2.55％というかたちで一時は町長の答弁の中において人口減少が緩やかになってきているとい



15 

 

う状況を言っていましたけれども、現実的には逆に昨年、今年に向けては急速に加速化している

というのが実態であって、この 2.55 が、この総合計画第６次の中で進んだ場合についてはどう

なるのかというシミュレーションしてみると、５年後には 3 千 500 人割れ 10 年後には３千人

割れで、社会保障総研の人口の減少率の推計よりもさらに下回っていくスピードにならざるを得

ないという実態。さらに先ほど述べたとおり産業構造というのは非常に大きく変化をしていて、

かつては農業と商工業、製造業、こういったものが 30年前で言うと 70億、70億というそうい

った経済のフローがある中でまちづくりをやってきたところ、現実においては今先ほど述べたと

おり農業関連の産業と公共の分でしか地域の経済のフローが動いていない実態の中において、ど

こに焦点化していくかってことを明確に戦略化していくことが現実的に町民の町長が言うところ

の安心安全でこの町に住み続けるが町の基本になる、そう考えた時に総花的なものは是とします

けれども具体的な行政上の戦略的な目標というものをここに明確化していくことが必要ではない

か、このように認識す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) 

 現状における清里の人口形態、構成内容でありますが、議員からもありましたように高齢化が

かなり進んで、超高齢社会ということになっておりますし、また人口の減少もずっと続いている

わけでありまして今現在で既に４千人を割り込んでいるということであります。ただ、従来の減

少の内容と現状における減少の内容には少し差が出てきております。 

従前につきましては、もっぱら社会減。転出者が転入者を大幅に越えておりました。内容的に

は自然の現象であります子どもさんが生まれる数と亡くなる方の数、これにおいては逆に増えて

いたというのが昭和の時代の推移でありました。ただし、平成に入ってからは自然減も社会減も

とダブルの減少になってきております。確かに総体人口が違いますから、一概に率で表すことに

はならないかと思いますけども、そういう状況を判断した中においても大きく減少の形態が変わ

ってきているのかなというふうに思っております。 

今までもそれぞれの先人や先輩の皆さん、まちづくりのために大変な思いをされながら、本町

は本日を迎えているということでありまして、それぞれ施策展開がされてきた中においても、こ

ういう減少率は止まらなかったという、それをきちんと反省評価をした中でどういう対策が本当

の意味において人口減少や高齢化の進展を止めることができるのか考えていかなければならない

かなというふうに思っております。ただ、目先における課題もたくさんあります。少子高齢化の

原因どこにあるのかと。子供さんが生まれない、そういうことにあります。その母体となる若い

母親の人口が清里の定住人口が少ないというこれも大きな原因。そこをどう解決するか。子ども

子育て環境をしっかりと整えていかなければならないだろうというふうに思っております。 

また、高齢化は年々進んでまいります。この年々進んでもう２年もすると団塊の世代の方々後

期高齢者となる 75 歳に到達します。１番人口構成が多いところでありますから、そういう人方

が毎年１つずつ歳を重ねていくということについては、これも事実でありましてそうした人達が

この町を離れないでいつまでも安心して地域で暮らしていくことができる体制をしっかり整えて

いくということが次に課せられた我々の役目ではないかというふうに思っている次第であります。 

それともう１つは、やはり若い人達がこの地域で持続的に労働という働く環境を得ながら生活
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をしていただく。これをしっかり構築をしなければならないと。これが一番難しいところかなと

思っております。というのは全体としては社会構造上、労働人口が減ってきておりますから、そ

ういう面においては、人手不足はこの地方でも起きてきております。ただし、現状問題とした時

に人手不足を地域で限られた職場の中で解消することができるのかということでありまして、現

実的にはなかなか難しく、清里町の子どもたちも一旦は上級大学、学校に離れた後、清里に戻っ

てくる例というのは極めて少ないという現状にあります。つまりは労働と雇用のミスマッチがそ

こに起きているわけでありますので、これらをしっかりどういうふうな形で構築することができ

るのか。これが次における戦略の大きな課題になってくるだろうというふうに思っている次第で

もございます。全体の構成を鑑みながら次の対策を皆さんと共に知恵を絞っていきたいというふ

うに思っているところであります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 総論的には町長の分析の考え方については理解をするところでございますが、やはり具体的な

手立て、展開。先の８月臨時会で町長は総合計画の進捗状況の中で基本構想、６つの目標、そう

いった形をベースにしながらさらに議論を深めていく、その中で重要になるのは具体的な展開方

策だという御説明をされている、このように認識しているものです。そう考えた時に、総論的な

話の中でそういった今、町長が分析されている様々な課題というものが総論の部分で解決できる

かというと、これは極めて第５期の総合計画でもそうでしょう、第１期の総合戦略でもなかなか

達成し得なかったし、その糸口が掴めなかったのが事実であって、今町長が分析したとおり非常

に超高齢化、答弁であったとおりある一定の地区については 70％をすでに高齢化率を超えてい

る。今、全町的な高齢化率 38％と言いながら極めて近い将来 50％を超える状況になってきてい

る。そういった中で町長が前から言っている安心・安全のまちづくり、誰もが住み続けたいまち

づくりを考えた時に、戦略の軸足というのは町民の皆さんの暮らしへの安心感、ここをベースに

しながら高齢者の方々50％を超えるであろう高齢者の方々、減少しているといった子育て世代だ

とかそういった方々の働く場というものを作り上げていくという具体的な持続可能の地域社会の

モデルというものを明確に打ち出した中で戦略化して具体的な展開をしていかない限り、一般論

的な話では雇用の場も生まれないし、高齢者の安全、子育て世代の地域に住み続けながら子供を

育てていく意欲も生まれてこない、出生率も上がって行かない、これは極めて難しい問題であり、

ただ単に清里町だけの問題ではないと認識した上で質問しているわけですが、住民安心感をもた

らすような持続可能な地域社会モデルを構築していくという戦略を表に出しながら、それに附帯

した中において総合的な部分での各分野の展開をしていくという形になっていかないと、町民自

身がどの方向に行くんだろうか、あれも大事です、これも大事です、それは目標としては当たり

前のことであってそういったまちづくりの方向性とか理念だけではなくして、具体的な展開を共

有化していくという方向の打ち出しが現在求められているんじゃないか、このように考えている

ところですが、町長の御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。 
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○町長（ 引政明君) 

 ただいまのお答えでありますが、総論的には同じ気持ちかなというふうに聞いておりました。

ただ、具体的な展開となればそれぞれの施策の方向性とか色々ありますから、ここでこういう施

策が云々ということではありません。ただ個別的な部分でいけば、今までもそれ相当に子ども子

育て、雇用含めて対策を行って来ておりますし、また特に高齢者対策につきましては清里町の高

齢者施設については、他の町に負けないだけの設備がされておりますし、またケア施設もほぼ整

っております。地域の医療機関との連携もしっかりやってきておりますので、そういう中におい

ては、安全・安心な暮らしやすいまちづくりを今進めているところでありますから、これらをし

っかりさらに充実させながら進めていかなければという思いでいるところであります。ただ、ど

うしても町の中に長く住み続けて安全安心ということにならば社会資本を中心に、しっかりとし

たそういう整備をある１面していかなければ生活の母体になるわけでありますので、そこのとこ

ろの部分をした上で先ほどのそれぞれの対応をそこにどう加味していくかというようなことにな

っていくのかなというふうに思っておりますので、今回の総合計画また総合戦略の中においても

そうした方向性をしっかりと持った中で対応をしていきたいな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) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 お話あったとおり、社会基盤の整備、持続的に行ってそういった安心安全のきちんとした担保

をしていくっていう考え方を示されたわけですけども、それを否定しているわけではなくして、

その中の展開を具体的にどうやっていくかという形の中の手法論や展開論が今後極めて重要にな

ってくると考えますので、その辺ただ単にまず置かれている地域構造が大きく変化しているとい

う前提にたった中において、どういう展開をしていくかという戦略的な方向性というものを、あ

る一定の集約したものとして示していくということも、ある意味では必要になってくる。どうい

う形の中で施策展開していくかという戦略が町民と共有できない中において、従来型の基盤整備

だけではなかなか人と物と情報、そういったものが動ききれない。それが新しい住民の安心に結

びついていく需要ときちんと雇用もそうでしょうけど、マッチングしていかない。町としてはや

っている感はもの凄くある、町長おっしゃったとおり、これも整備しました、施設もつくりまし

た、色んな事業もやりました。やっている感は十分行政側にあるけど、じゃあ具体的にそれが住

民としてどう受けとめて具体的に不安が解消されるかと、非常に難しい問題ですけれども、そう

いった行政側のやっている感ではなく、住民がここで安心してこういった施策の中に自分達が地

域に暮らすことによって持続的にしっかりと安心して子供も暮らしていけるんだな、子育てでき

るんだなと、行政側のやっている感ではなくて、なぜこういったお話をさせていただくかという

と、先般行った子育て支援に関する子どもたちの関係にしてもアンケート調査では決してそうい

う評価になってないという住民側の受け止め方、そういったこともしっかり受けとめていただい

て、今回総合計画に関するアンケートもやっていますでしょうし、障がいの介護の関係もやって

おりますし子育て支援の関係も含めながら児童福祉の関係も含めて色々とアンケートをやってい

る、そういった生の声や実態というものをもう１回掌握し直して、やっている感だけではなくし
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て住民の側はどう受け止めて、どのように感じているか、そして今後どのような行動変容として

しっかりと住み続けながら働いていくという意欲を子供達に親にもあるし、高齢者の安心感もあ

るかと、点検チェックを形式的なアンケートや調査でなくして、もう一度受けとめた中において

今後の持続可能な社会地域、地域社会モデルの構築に向けての戦略を再構築していただきたい、

このように要請を申し上げていきたいと思います。これは答弁は必要ないと考えますので。 

 ２点目の清里、札弦、緑３地区の地域振興ビジョンの考え方について、再度お伺いしたいと思

います。先ほど町長から特に札弦と緑地域の高齢化率も含めて様々な部分で非常に厳しい環境の

中で、やはり生活維持機能の確保がこの２地区については優先されるべきではないのかという答

弁がありました。私も全くその通りだと思います。ただ、どうしても我々過去に行政に関わった

人間としては、振興という言葉を使わざる得ない立場に皆さんはあるわけですけれども、ただ実

態としては今の高齢化率や産業経済とかいろんな考えについて特に振興の視点から町長が答弁い

ただいたとおり、生活維持機能の確保と支援の視点に大きくシフトしていく、行かざるを得ない。

３地区がそれぞれ同じようなレベルにおいて振興を図っていこうとしても、機能分担ということ

についても非常に難しくなってきているのが事実でしょうし、やはり札弦、緑地域はしっかりと

生活維持機能を確保するという方にシフトしつつ、さらに町長がおっしゃったような、ある一定

の地域の特色がありますから、緑であればそういった種芋を含めた部分の関係だとか観光スポッ

トに近いという特徴もありますので、札弦については周辺が農業振興地域であって、さらに道の

駅があるというそういった特色がありますので、そう言ったものを活かしつつ生活維持機能とい

うものをしっかり確保していく方向性というのは非常に重要になってくると考えておりますので、

その辺再度、町長の考え方がありましたらご答弁を願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 清里、札弦、緑３地区におけるそれぞれのまちづくりの考え方であります。先ほど申し上げま

したように、札弦、緑地区はこの本町の中においても特別に人口減少と高齢化率が高いという地

区でもありますし、現状においても商店街の構成にあってもそれぞれの市街地に１件しかお店が

ない、そういう状態にまでなってきているというような現状をしっかり踏まえながら行かなけれ

ばならないだろうというふうに思っております。 

特に緑地区におきましては、緑小学校の統合と廃止ということを１つの契機としながら地域の

活性化、そして地域の維持存続に向けた取り組みというものを起こしたわけでありまして、現状

はさまざまな理由の中から停滞をしているという状況ではありますが当初の段階では地域の人方

とともに行政が一緒に入って知恵を絞ったというところでありますが、なるほどそれぞれの地域

においてもやはり考え方がそれぞれ千差万別でありまして、地域の生活維持機能そしてまた地域

の振興活性化とそういう大きな２つの課題に分かれたわけでありますが、どうしてもやはり高齢

化が進んでおります。だから若い人方のように自らそれに直接携わって何かをするということよ

りも現状を追認型というのが非常に多く意見としてありまして、その中でしっかり地域の方々の

意見を参酌しながら、まず緑地区においては議員からもありましたように生活維持機能の充実。

要はいつまでもそこの地域で暮らしていける条件整備をまず進めていくべきだというような結論

になったわけでありまして、まずはそこから取り組み、そして新たに地域活性化、地域の振興の
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機運が醸成できた段階で、また角度を変えた中で取り組みを改めて進めていくというようなこと

で今それらの対応を進めているところであります。 

また同じく札弦地区においても光岳小学校統合という１つの契機の中で同じようなことでオー

ル札弦神威のネットワーク、また札弦地区については自治会が直接関係する自治体が４自治会あ

りますので、それらの方々役員の皆さんとの話し合いについて数度にわたって今までもしてきた

ところでありますが、札弦地区についてはすぐコロナの関係が出てしまったものですから、数回

の会議以降中止しているという状況でありますが、これらについても落ち着いた段階では動かし

ていかなければならないというふうに思っておりまして、その数度の中においても特にやはり札

弦地区は道の駅という新しい違う角度からの掘り起こしがあったわけでありますので、そこらを

さらに充実をすることと合わせてその学校周辺を上手く利用できないかという部分で、町からの

提案があれば提案をしていただきたいと、逆にそんな話まで来ておりますので、しっかりとそこ

ら辺も受け止めた中でどういう姿に持っていくのが良いのかなということで考えていければなと

いうふうに思っております。いずれにしても、札弦、緑地区においては大幅な高齢化率でもあり

まして、新しい地域振興という視点よりも、やはりいつまでも生活をその地域でやっていける生

活条件をどう整えていくかという部分に力点を移しながら、進めていかなければならないだろう

と考えているところでありますので、今後の色んな会合の中でもそうした方々との意見交換をい

ただきながら進めていければなと思っている次第でもありますので、そういう意味においてこの

札弦、緑地区の関係については御理解をいただければというふうに思っております。 

また清里地区は様相が違ってまいりますからその札弦、緑地区と同一の考え方では進まないだ

ろうというふうには思っております。ただ、清里の商店街は町の顔でもありますから、ここはし

っかりと前にも申し上げておりますように１業種１店舗、これをしっかりと支えていく。そうい

う中において市街地形成と、まちの形成を図っていければなと思っております。残念なことに空

き店舗も出てきていることも事実であります。商工会の方も連携をとりながらこの空き店舗を活

用した商店街づくりについても検討をいただいている次第でありますが、なかなか現状のところ

では名案が出てきていないというのも事実であります。さらに掘り下げをしながらより良い方向

性についても探っていきたいなというふうに思っているところでもございます。 

また今後においては、町のそれぞれの施設関係においても人口が多い時代に建てたものが沢山

あります。現在は公共施設の整備計画の中で見直し集約も進めていかなければならない、そんな

時期にも入ってきておりますので、これらの見直しに当たっても、どこが整備箇所として最も良

いのか、どういうスタイルにしていくのか、色んな課題があるかと思いますが、議論の中で一つ

一つ解決ができるように進めてまいれればなという思いでおりますので、御理解をいただきたい

というふうに思う次第であります。以上申し上げ、答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ２点目と３点目と関連する部分で限られた時間でございますので、札弦、緑地区の関係につい

ては今言ったような形の部分で生活維持機能。もう１つ大事なのは住民の自治機能の再生、高齢

化の中においてなかなかそれが厳しい状況になってきている、そういった中で既に町長が支所機

能の見直しを言明されているというふうに認識しているところでございますけれども、特に大規
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模施設が本町に市街に出来ることによって施設主義になってきて、地域における機能というのは

かなり分散したものじゃなくて集約型になってきた、それは良い部分と逆に言えば、地域の中に

おいて、せっかく支所を置きながらそれがどういった機能を果たしていくのかということについ

ては、生活維持機能や地域自治、住民自治という観点からも、もう１回根本的な見直しが必要に

なっているのではないかと認識するものです。 

特に総合的なサービスとか能動的な役割をそれぞれの地域の中に担っていく、そういった住民

生活相談、見守りや自治会や老人クラブや訪問看護ステーションの拠点としていくとか、ある意

味では色んな部分でもう１回機能の見直しと配置の見直しというものを早急に進める必要がある

というふうに認識するんですけれども、今後、具体的にそういった取り組みを早急に進める考え

があるかどうかを確認させていただきたい、このように思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 札弦、緑地区における役場支所機能の見直しの関係であります。札弦、緑の支所については同

じ内容でありますけども、支所機能としては現在各種の届け出、戸籍だとか印鑑証明、また税金

や使用料の収納、施設の使用の受付、こういうものを中心としながら取り扱っている現況にあり

ます。ただし、近年はそうした窓口業務に限らないで地域の高齢者の方とか自治会との連携の中

での支援機能そういう形での業務の内容に少しずつ切り替えていかなければならないというふう

に考えているところでございます。 

特に自治会としても人口が減少して高齢化になって自治会活動そのものが大変厳しくなってき

ているというふうにも伺っておりますので、そうした中で仮に自治会での見守りだとかの支援機

能としてある一面、葬儀だとかそういうお手伝いも自治会が中心になって今やられておりますけ

れども、高齢化している人口が少なくなってきている中で、自治会活動での単独ではやり切れな

いという部分も出てきているようでありますから、そういう部分において役場として、支所とし

ていかにそこら辺が補完出来ていくのか、そんな部分を込めての機能の充実を図っていかなけれ

ばならないかなというふうに思っております。 

 ただ、全てを受付してやるということになれば、本所機能とほぼ同じものを３ヵ所に求めると、

そんなことにはならない到底出来る話にはなりませんのでやはり地域の自治会との連携の中でで

きる範疇においての総合的な窓口と言いますか、そんな対応ができていけばいいのかなというふ

うに思っておりますので、従前の先ほど申し上げました戸籍だとか税金だとか使用料だとか、ま

た施設の受付だとかという窓口だけの対応事務にとらわれることのない幅広い地域に直接関わっ

ていくような事務を地域の方々と一緒にやっていければ、そのようなスタイルの徐々に切り替え

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、できるだけ早く手を付けて行きたい

な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) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 
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 住民ベースで高齢化とかコミュニティの住民自治の機能の低下に対する対応として能動的な支

所機能として前向きにぜひ取り組んでいただきたい、このように考えます。 

 ３点目の土地利用とグランドデザインの関係ですけれども、今回、町長の答弁の中で十分に検

討させていただくという答弁にとどまっているのであって、具体的にいつの時期に。これは連動

しなければほぼ意味がなくて、先ほど町長いろんな空き店舗の対策とか工場跡地の問題だとか現

実的な問題として町有地の利活用だとか工場の跡地と言いますか、既に廃墟化して非常に危険な

防災上も景観上だけでなくて色んな懸念が住民から湧いているというのが事実じゃないか、そう

いった中において今後とも大型事業を睨みながらしっかりとした土地利用計画、グランドデザイ

ンとして総合計画と特に前期の計画とかがっちり連動していなければ意味がない、このように考

えるところですが、どの時期にどのような形で策定されるのか再度御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 ただいまの土地利用等グランドデザインの策定の時期の関係でございます。大まかなまちづく

りのイメージとしてのグランドデザインについては、総合計画のまちづくりのメインとなるイメ

ージ、その目標と各分野ごとに掲げております施策事業、これらについて土地利用のゾーニング

の中にどういうふうに表していくかということになってまいりますし、また総合計画そのもので

一目で町の将来の姿というのがわかりやすいデザイン化をすると言いますか、そんなイメージも

ありますのでそれらについて総合計画の概要版が策定になってまいりますので、それに合わせた

中で作業していきたいというふうに考えておりますから、令和３年度中にはグランドデザインに

なるものを策定していきたいというふうに思っております。 

さらにそれを掘り下げた中での土地利用、各施設の配置計画等も必要になってくるかと思いま

すので、グランドデザインの中でどういう表し方ができるのかということと、さらには具体的な

個別のものをグランドデザインの中で位置づけていくのはなかなか難しいところもありますから、

そこら辺は一定程度、塊が出来てきた段階で配置計画なりについては整備をしていきたい。当然

各施設を集約する、または新たに建てるということになれば土地の必要性、そこにおける施設の

有用性や立地性等をしっかりと加味した中で、姿を表していかなければと考えておりますので、

それらの段階では改めてそういう配置計画に基づく協議をしていきたいというふうに考えている

ところでありますが、総論としてのグランドデザインにつきましては、総合計画の概要版の策定

とともに令和３年度中には策定に向けて作業を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いうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。時間ですので、最後の質問にしていただきたいと思います。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 ご答弁いただいた関係、理解をしたいと思います。総合計画と全体的にそういったものが連動

して具体的な戦略展開に繋がっていかなければ総論ばかりを並べておいても、なかなか町民の安

心感や将来的なまちづくりのビジョンが見えてこないというのが実態であって特に今言ったよう



22 

 

な形でいくと、なかなか令和３年度中にそういった概要版をという形で実際にそういったものを

事業展開をしていった時に４年なのか５年なのか全くそういった総論だけで、結局、最初町長が

答弁でお述べになった新しい展開の目標というものを具体的に展開していく施策の展開というの

は結局総論の中で流れていくという形になってきて、やはりそこにもう少し積極的に能動的にア

プローチ展開していくという姿勢が今後必要になってくるのではないか、このように思いますの

で今答弁あった時期にこだわらず、できるだけ早い段階で総合計画、前期の５ヵ年の総合計画の

具体的な展開、それから大型事業の展開の中でそれが全体として町民にきちんとイメージできる、

わかる形での取り組みをぜひお願いしたい、このように思います。 

その中で第２期の総合戦略の最後の部分でございますけれども、やはり第２期の戦略のバック

ボーンの課題というものをやっぱり制度と仕組みっていう形の中でもう一度考えていただきたい。

例えば具体的に言うと地域交通、今年からハイヤーの利用制度がスタートして非常に高齢者の方

に喜ばれているという実態がありますから、それはあくまでも制度であってそれが本来的な地域

交通の仕組みという形の中で新しい人の雇用ですとか地域のいろんな課題にアプローチしていっ

たり、町内の事業者と連携していったり、そこに新しい若い人材を入れてきたりとか新しいＡＩ

とか新しいＧＰＳを使ったスマホを使った機能を入れてきたり、そういった仕組みの中で地域が

活性化していくわけであって決して制度的な支援が悪いと言っている意味じゃないんです。そう

いったふうに高めていくような方向性の中でしっかりと戦略というものが組み込まれてこなけれ

ば、先ほど言った総論的な概論的に並べたものではなかなか前へ行かないというのは事実じゃな

いかと思います。非常に難しいですけれども、具体的な仕組み、その中に人や情報、お金の流れ、

そういったものをつくり上げていく、雇用をつくり上げていく、それが地域の活性化に繫げてい

く、そういった中において高齢者の皆さんや若者の皆さんの異なった能力を組み合わせたり、若

い方や女性の能力とかそういったものを組み合わせていって視点を開いていくとか地域経済の循

環の仕組み、今１例で地域交通のお話をさせていただきましたけども、作り上げていくだとかそ

してそれに住民自治の力を合わせていく、そういった新しい仕組みというものをベースにして、

第２期の総合戦略が積み立てなければならない、このように考えるところで具体的な方向性、今

後さらに展開施策については検討していくというお話でございますけども、そういったことを前

提にして第２期の総合戦略というものが構築されるかどうか、ぜひ確認をさせていただきたい。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君) 

 まず前段のグランドデザインの関係でありますが、総合計画の策定の最中であります。まず本

文を先に策定しなければならない、その後に概要を策定しそれを合わせた中でグランドデザイン

として町のイメージがわかるように総合計画の内容を表していきたい。その後においては先ほど

も申し上げましたように、ゾーニングに基づく土地利用計画、また大型事業の展開等についても

デザインとして表していく。そんな予定でおりますのでこれらについてもできるだけ早く作業に

は取りかかっていきたいと思いますが、ただ展開として具体的な部分でのデザインを示すという

よりイメージ的なデザインになる可能性が十分にありますので、具体的な配置計画というのとち

ょっとグランドデザインは変わってきますので、配置計画は配置計画で、先ほど申し上げました

ように大型事業の整備の内容が固まってきた段階で、それらについては改めて協議をしていきた
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いというふうに考えている次第であります。 

それから第２期総合戦略の関係でありますが、第６次の総合計画の策定と並行して第２期総合

戦略の策定を進めているところであります。今後のその策定の中で国の示しております総合戦略

の４つの基本目標そして町自体で取り組まなければならない清里町独自の計画のあり方、これら

について御審議いただくことになってまいりますので、その中において具体的な方向性としての

戦略のあり方についても検討をいただくということで進めているところであります。具体的など

れだけの展開をその中で示していくかというのはこれからの作業になってまいりますが、議員の

方からご意見ありましたそうした展開、戦略と戦術、どういうふうに表していくか、しっかりと

我々としても内容の精査をさせていただきながら議員の皆さんの御意見を聞き、まとめて行きた

いというふうに考えている次第でありますのでこれらについてのご理解を賜りたいというふうに

思う次第であります。以上、申し上げ答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君) 

 これで、古谷一夫君の一般質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

ここで、11時 15分まで休憩とします。 

休憩  午前 11時 03分 

再開  午前 11時 15分 

 

●日程第９ 議案第３９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９、議案第 39号、清里町手数料徴収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) 

 ただいま上程されました議案第 39 号、清里町手数料徴収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、令和元年５月 31 日交付のデジタル

手続法のうち、通知カードの廃止に係る規定が令和２年５月 25 日に施行され、通知カードの新

規交付及び再交付が行われなくなったことに伴い、本町の手数料徴収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１ページをお

開きください。新旧対照表でございます。別表 29 項、通知カードの再交付手数料（再交付がや

むを得ないものとして、町長が認める場合を除く）１件につき 500円を削除し、以降の各項を繰

り上げるものでございます。附則につきましては、施行期日を定めるもので、この条例は公布の

日から施行するものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」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 39号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって議案第 39 号、清里町手数料徴収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４０号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 10、議案第 40号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第６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)  

ただいま上程されました議案第 40 号、令和２年度一般会計補正予算（第６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３千 932万４千円を追加し、予算の総額を 65億 220万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を申しあげます。第２条地方債の補正につき

ましては、議案書を２枚おめくりください。第２表の地方債補正でございます。上段１、変更の

欄をご覧ください。 

臨時財政対策債につきましては、当初予算で８千万円を計上しておりましたが、額の確定によ

り 470万円を増額し８千 470万円に変更いたします。高等学校総合支援対策事業債におきまし

ては２千 800万円を計上しておりましたが、海外派遣研修事業の中止に伴いまして１千 300万

円を減額し、変更後の限度額を１千 500万円とするものでございます。 

次に下段の２、廃止の欄をご覧ください。地域イベント実行委員会補助事業債につきましては

500万円を計上しておりましたが、ふるさと産業まつり事業の中止に伴いまして、記載を廃止す

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きましてご説明をいたします。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きましてご説明いたしますので、別冊の審

議資料を御用意ください。審議資料の２ページをお開きください。 

補正予算の主な事業概要につきまして、ご説明申し上げます。なお、補正額内の上段のカッコ

内の数字は、補正後の当該事業の予算総額であり、財源につきましては事項別明細書に記載して

おりますので、特異的なもの以外は省略させていただきます。 

議会費、１項議会費、１目議会費、視察研修事業 493万９千円の減につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で中止となりました道内・道外所管事務調査及び研修旅費などの減額を
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行うものでございます。 

２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、緑温泉施設修繕事業 600万円の補正につきま

しては、老朽化した緑温泉の温水ボイラーを更新し、あわせまして暖房関連設備の改修を行うも

のでございます。 

18目行政情報システム管理費、光ファイバー移設事業 240万円の補正につきましては、道営

事業、緑ダム小水力発電にかかる電柱等の移設に伴い、光ファイバーの移設が必要なことから関

係区間の光ファイバーの移設を行うものでございます。財源として、雑入補償費 180万円を充当

してまいります。 

３項開発促進費、１目企画振興費、地域おこし協力隊募集採用選考事業 199万５千円の補正に

つきましては、観光振興の促進を図るため、主に観光振興と情報発信に知識、技術、熱意のある

人材を地域おこし協力隊員として募集し、人材を確保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、住基システム改修事業 222万２千円の補正につき

ましては、デジタル手続法が成立したことに伴い、手続きのオンライン化に向けた住基システム

の改修を行うものでございます。財源は全額、国庫支出金を充当してまいります。 

３ページをご覧ください。10項総合戦略、１目総合戦略事業費、高校生海外派遣研修事業１千

488万４千円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度のニュージ

ーランド研修事業が中止となったため需用費の減額を行うものでございます。 

スポーツ合宿等誘致支援事業 170 万円の減につきましては、新型コロナウイルス感染症の影

響により東大陸上部の合宿の中止及び合宿の支援団体活動が休止となったため、補助金など事業

費の減額を行うものでございます。 

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、特産品消費応

援事業 939万５千円の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、じゃがい

も焼酎の売り上げが減少していることに伴い、プレミアム購入券等を配布し、特産品のＰＲと消

費拡大を図るものでございます。 

次の指定管理施設経営安定化事業 73 万１千円の補正につきましては、新型コロナウイルス感

染症拡大防止に係る町からの宿泊休業依頼により減収が生じております、斜里岳山小屋の指定管

理者に対し収支欠損部分の支援を行うものでございます。 

高齢者等の暖房費等支援事業 756 万円の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症の

拡大予防のため新しい生活様式により家庭で過ごす低所得高齢者等に対する暖房費等の助成額を

増額し、生活の安定と福祉の増進を図るものでございます。次の４ページをご覧ください。 

生活応援事業 775 万 1 千円の補正につきましては新型コロナウイルス予防対策を実施してい

る低所得者世帯に対しまして、余儀なくされました追加支出に対する見舞金を交付し生活を応援

するものでございます。 

３款民生費、２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、大変申し訳ございません。目の欄、児童

母子福までしかなってございません。児童母子福祉費でございます。訂正・追記等お願いいたし

ます。 

子ども子育て支援交付金事業 132 万４千円の補正につきましては、令和元年度子ども子育て

支援交付金に係る事業実績による返納金でございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、網走厚生病院脳神経外科医療体制整備財

政支援負担金事業 168万６千円の補正につきましては、昨年度、債務負担行為を設定いたしまし

た網走厚生病院脳神経外科の運営に伴う収支損失金に係る財政支援負担金でございます。 
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４目環境衛生費、農業集落排水事業特別会計繰出金事業 360万２千円の減につきましては、令

和元年度からの繰越額の確定により一般会計からの繰出金を減額するものでございます。 

５款農林水産業費、１目農業費、１目農業振興費、焼酎事業特別会計繰出金事業３千 400万６

千円の補正につきましては、焼酎売払収入の減収等に対する充当を行うため繰出金の増額を行う

ものでございます。 

６款商工費、１項商工費、２目観光振興費、産業まつり実行委員会補助事業 514万８千円の減

につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で中止しました産業まつり経費の減額を行う

ものでございます。５ページをご覧ください。 

桜の山階段修繕事業 130 万円の補正につきましては老朽化し破損しております、木製階段の

応急修繕を行うものでございます。財源としまして日本森林林業振興会からの交付金 100 万円

を充当いたします。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費、斜里地区消防組合清里分署負担金事業 270万３千円の

補正につきましては、救急業務における救急隊員への新型コロナウイルス感染症リスクを軽減す

るために必要な備品の整備を行うものでございます。 

９款教育費、５項保健体育費、１目保健体育総務費、スポーツ団体支援事業 361万７千円の減

につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により斜里岳ロードレース大会が中止となっ

たため、補助金の減額を行うものでございます。 

４目スキー場管理費、スノーモービル購入事業 124 万９千円の補正につきましては緑スキー

場に配備されております、スノーモービルが老朽化により故障が頻発するため更新し、利用者の

安全確保を図るものでございます。 

それでは事項別明細書により御説明させていただきますので、別冊の令和２年度補正予算に関

する説明書の一般会計歳入歳出予算事項別明細書（第６号）、４ページをお開きください。 

歳出よりご説明申し上げますが、審議資料におきまして御説明いたしました事業につきまして

は説明を簡略し、その他の事項を受けまして御説明いたしますので、御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ましても記載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。 

１款議会費、１項議会費、１目議会費。補正額 553万３千円の減額につきましては、先ほど審

議資料でご説明いたしました視察研修事業 493 万９千円の減と事務局職員の旅費 59 万４千円

の減額を行うものでございます。 

２款総務費、２項総務管理費、2目財産管理費、補正額 600万円につきましては審議資料でご

説明いたしました緑温泉暖房設備改修工事を行うものでございます。 

7 目防災対対策費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により今年度の総合防災

訓練を中止することになったため、事業費 150万６千円を減額するものでございます。 

８目町有林管理費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により今年度の植樹祭事

業が中止となったため事業費 61 万２千円を減額するものでございます。５ページをご覧くださ

い。 

18目行政情報システム管理費、補正額 240万円の増につきましては、先ほど審議資料でご説

明いたしました光ファイバーの移設事業の経費でございます。 

３項開発促進費、1目企画振興費、補正額 199 万５千円につきましては、審議資料でご説明い

たしました地域おこし協力隊の募集採用選考のための経費でございます。 

５ページから次の６ページ、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
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業費につきましては、当初参加を予定しておりました鶴ヶ島市の産業まつりが中止となったこと

から、参加経費等を減額するもので 117万８千円を減額いたします。 

６ページの６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、補正額 222万２千円につきましては、

審議資料でご説明いたしました住基システムの改修業務の所要額でございます。 

７ページをご覧ください。10項総合戦略費、１目総合戦略事業費につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により中止となりました事業費を減額するものであり、清里応援事業費が

札幌・東京清里会総会参加経費等 36 万７千円の減、日本で最も美しい村事業費が連合総会等参

加経費 63 万９千円の減、教育支援事業費が審議資料でご説明いたしました高校生海外派遣研修

の派遣経費として１千 488万４千円の減、スポーツ合宿支援補助等として 170万円の減、合わ

せまして１千 759万円を減額するものでございます。 

次、２款総務費、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、補正額２千 543万７千円につきましては、７ページから８ページになりますが、審議資料で

ご説明いたしました特産品消費応援事業 939 万５千円、指定管理施設経営安定化事業 73 万１

千円、生活応援事業 775万１千円、高齢者等の暖房費等支援事業 756 万円の４つの事業の所要

額でございます。 

８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、補正額 156万円の減額は、高

齢者等暖房費等支援事業につきまして、要綱の改正に伴う事業実施に伴い予算の組み替えにより、

当初予算計上済みの 156万円を減額するものでございます。 

2 目障害者自立支援費、補正額６万９千円から４目老人福祉費、補正額８万１千円、９ページ

の２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、補正額 172万５千円につきましては、令和元年度の事

業実績による国・道の補助金及び交付金等の過年度返納金でございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、補正額 168万６千円につきましては、審

議資料でご説明いたしました網走厚生病院脳神経外科医療体制整備財政支援負担金事業の所要額

でございます。 

２目予防費、補正額２万円及び次の３目各種医療対策費、補正額 13万７千円につきましては、

国庫補助金の確定及び医療費の実績による返納金でございます。 

４目環境衛生費につきましては、審議資料でご説明いたしましたが、農業集落排水事業特別会

計の繰越額の確定に伴い 360万１千円を減額するものでございます。 

10ページをご覧ください。５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、補正額 85万

４千円の減につきましては、新型コロナウイルスの影響のため、農業委員の道内研修を取りやめ

たため、旅費等を減額補正するものでございます。 

２目農業振興費、補正額３千 400万６千円につきましては、審議資料でご説明いたしましたが

焼酎事業特別会計に係る繰出金の増額を行うものでございます。 

６款商工費、１項商工費、２目観光振興費につきましては、審議資料でご説明いたしました桜

の山階段修繕事業 130 万円の増額補正、産業まつり実行委員会補助事業 574 万８千円の減額。

差し引き 444万８千円を減額補正するものでございます。11ページをご覧ください。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、補正額 78 万円につきましては、指定管理者

に貸し出しをしております建設車両の大規模修繕に伴い、委託料の増額を行うものでございます。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費 270万３千円につきましては、審議資料でご説明いたし

ました新型コロナウイルス感染症対策としまして、救急業務における備品の整備を行うための斜

里地区消防組合清里分署負担金事業の経費を計上してございます。12ページをご覧ください。 
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９款教育費、４項社会教育費、２目生涯教育費、補正額 104万５千円の減額につきましては、

新型コロナウイルス感染症の影響により予定しておりました、小・中・高校生の青少年芸術鑑賞

事業が中止となったため事業費の減額補正を行うものでございます。 

５項保健体育費、１目保健体育総務費につきましては、審議資料でご説明いたしました斜里岳

ロードレース大会の中止に伴い、補助金 361 万７千円を減額するものでございます。 

４目スキー場管理費、補正額 160万８千円につきましては、審議資料でご説明いたしましたス

ノーモービル更新事業 124万９千円と、緑スキー場利用者の安全確保等のため、雪解け水の影響

による斜面の陥没箇所の修繕経費 35万９千円を計上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をいたしますので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内訳におきましても詳細

の費目が記載されておりますので、総括の表で概要のみ説明をさせていただきます。 

10 款地方交付税は普通交付税１千 139 万９千円の補正、14 款国庫支出金 222 万２千円に

つきましては、デジタル手続法対応システム整備費補助金、17 款繰入金３千 77 万５千円につ

きましては、財政調整基金の繰入、19款諸収入につきましては、障害者自立支援給付費負担金過

年度追加交付金として 642 万８千円、日本スポーツ振興センター助成金として 100 万円の減、

日本森林林業振興会交付金として 100 万円、光ファイバー移設事業に伴う雑入として 180 万、

合わせまして 822万８千円を計上いたします。 

20款町債につきましては、１千 300万円の減額補正で臨時財政対策債として 470万円の増

額、地域イベント実行委員会補助事業債として 500万円の減額、高等学校総合支援対策事業債と

して１千 300万円の減額をするものでございます。よって歳入歳出３千 932万４千円の今回に

ついては増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。 

（「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 40号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第 40 号、令和２年度清里町一般会計補正予算（第６号）は原案のとおり可

決されました。 

 

   ●日程第１１ 議案第４１号  

○議長（田中誠君) 
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 日程第 11、議案第 41号、令和２年度清里町介護保健事業特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。本件について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君) 

 ただいま上程されました議案第 41 号、令和２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１千 540 万９千円を追加し、

予算の総額を４億８千 337万７千円とするものです。第２項につきましては、別冊の補正予算に

関する説明書により後ほどご説明いたします。 

 今回の補正は、歳入の主な内容にあっては、本年度の介護給付費に係る国庫支出金、道支出金

の令和２年度分の減額、及び令和元年度分の追加交付、支払基金交付金にあっては、令和２年度

分令和元年度分追加交付、及び繰越金の確定であり、歳出の主な内容にあっては保険給付費見込

みによる施設介護サービス給付費の減額と高額介護サービス費等の増額繰越金に係る基金積立金

への振り分けと令和元年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定による国、道、支払基金の精

算を行うものです。 

 それでは別冊の令和２年度補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、薄茶色の表紙、

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書をご覧ください。歳出からご説明いたしますの

で 15ページをお開きください。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、３目施設介護サービス給付費は今後のサービスの

見込みを勘案し給付費負担金を 600万６千円減額。２項高額介護サービス等費、１目高額介護サ

ービス等費は、見込みを勘案し 100万円増額するもので、財源は記載のとおりであります。 

 ３款地域支援事業費、１項介護予防生活支援サービス事業費は本年４月に審査支払手数料の改

定がありましたので１万円増額するものです。16ページをお開きください。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金の補正は、前年度繰越金の一部を基金に積

立てるものであり、補正額は１千 243万８千円です。 

 ６款諸支出金、1項償還金及び還付金、１目償還金 796万７千円の補正は、令和元年度介護給

付費、地域資源事業システム改修補助金の確定による精算の結果、超過交付分を国・道支払基金

に返納するものであり、財源はすべて繰越金です。 

 次に歳入につきましては総括表で説明いたしますので、13ぺージにお戻りください。 

 ３款国庫支出金、４款道支出金、５款支払基金交付金は特定財源で、８款繰越金は一般財源で

す。以上で補正予算の説明を終わります。 

 

○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 41号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君)  

 起立全員です。 

 したがって、議案第 41 号、令和２年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君)  

 ここで午後１時まで休憩といたします。 

休憩  午前 11時 45分 

再開  午後 １時 00分 

 

●日程第１２ 議案第４２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 12、議案第 42号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を

議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただいま上程されました議案第 42 号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ１千 329 万１千円を追加し、

予算の総額を７億４千 923 万８千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

冊の国民健康保険事業、第１条第２項につきましては、別冊の国民健康保険事業特別会計事項別

明細書により後ほどご説明申し上げます。 

 今回の補正は、歳入においては前年度繰越金が確定したため補正するとともに歳出においては

北海道からの保険給付費等交付金の精算に伴う過年度返納金の計上、また今後の国保事業運営の

安定化を図るための基金積立に係る費用について補正を行うものでございます。 

 それでは令和２年度補正予算に関する説明書の 18 ページをお開きください。歳出よりご説明

いたします。 

 ７款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金の 752万７千円につきましては、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。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金につきましては、前年度の保険給付費

交付金が確定いたしましたので 576万４千円を補正するものでございます。 

 歳入につきましては上段でお示ししているとおり、一般財源であります繰越金１千 319 万１

千円を補正するものでございます。以上、補正予算のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

 討論なしと認めます。 

 これから議案第 42号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君)  

 起立全員です。 

 したがって、議案第 42 号、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

は原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１３ 議案第４３号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 13、議案第 43号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。本件について提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君) 

 ただ今上程されました議案第 43 号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ 11 万円を追加し、予算の総額

を７千 614万５千円とするものでございます。第１条第２項につきましては、後期高齢者医療特

別会計事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い補正を行うものでございます。それでは令和２年度

補正予算に関する説明書の 20ページをお開きください。歳出からご説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、事業に要する消耗品費として

２千円を増額いたします。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合交

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、保険料負担金として 10 万８千円を

増額し、歳出合計 11万円を増額補正するものでございます。 

 歳入につきましては、上段でお示しをしているとおり一般財源であります繰越金 11 万円を補

正するものでございます。以上、補正予算のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 



32 

 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第 43号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君)  

 起立全員です。 

 したがって、議案第 43号、令和２年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１４ 議案第４４号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 14、議案第 44号、令和２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。本件について提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただいま上程されました議案第 44 号、令和２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ 535万３千円を追加し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ７千万２千円とするものでございます。第１条第２項につきましては、

別冊の簡易水道事業特別会計事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い施設管理に係る需用費及び基金積立金について補正

を行うものでございます。 

 それでは令和２年度補正予算に関する説明書の 22ページをお開きください。 

 歳出よりご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、

今後の水道施設管理に係る修繕料として 100 万円を増額するものでございます。 

 ４款基金積立金、１項基金積立金、１目積立金につきましては、決算剰余金 435万３千円を簡

易水道施設整備基金に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説明いたしますので 21 ページをご覧ください。上段の歳入をご

覧ください。一般財源であります繰越金 535万３千円を増額するものであり、補正後の繰越金を

685万３千円とするものでございます。以上、提案理由のご説明といたします。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 
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 討論なしと認めます。 

 これから、議案第 44号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 44 号、令和２年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は原

案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５ 議案第４５号  

○議長（田中誠君) 

 日程第 15、議案第 45号、令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を

議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君) 

 ただいま上程されました議案第 45 号、令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 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 150万円を追加し、予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億 264万４千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、

別冊の農業集落排水事業特別会計事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。 

 今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い、繰入金の減額を行うとともに、施設管理に係る需

用費の増額と公債費において一部財源の振替を行うものでございます。 

 それでは令和２年度補正予算に関する説明書の 25ページをお開きください。 

 歳出よりご説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、２目施設管理費につきましては、

経年劣化により整備が必要とされる機器類の修繕料として 150 万円を増額するものでございま

す。３款公債費、１項公債費、２目利子につきましては、一般財源である繰越金 360万２千円を

充当し、特定財源であります一般会計繰入金において同額を減額することにより、財源の振替を

行うものでございます。 

 歳入につきましては総括表で説明いたしますので 23 ページをお開きください。上段の歳入を

ご覧ください。特定財源であります４款繰入金は 360万２千円を減額して５千 811万９千円と

し、一般財源であります５款繰越金は 510万２千円を増額して 660万２千円とするものであり

補正の総額は 150万円の増額でございます。以上、提案理由のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君)  

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第 45号を採決します。この採決は、起立によって行います。  

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第 45 号、令和２年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１６ 議案第４６号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 16、議案第 46号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（永野宏君) 

 ただいま上程されました議案第 46号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）

につきまして、提案理由についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ３千 167 万６千円を減額し、予

算の総額を１億１千 619 万５千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、令和元年度の繰越金の確定と、コロナ禍による生産物売払収入の減少及び商品

製造に伴う所要経費の減額補正を行うものでございます。それでは歳出からご説明いたしますの

で、別冊の補正予算に関する説明書のうぐいす色の仕切り、焼酎事業特別会計の事項別明細書の

29ページをお開き願います。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１千 273万５千円の減額につきましては、焼酎

販売事務費が１千 200 万４千円の減額、主なものにつきましては商品輸出輸送量の減額として

通信運搬費が 228 万９千円、販売量の減少に伴います酒税の減額が 744 万１千円でございま

す。施設維持管理事業費につきましては 30万 2千円の減額、こちらにつきましては修繕費執行

残でございます。 

 車両管理事業費につきましては、一般供用５号車の廃車に伴います不用額といたしまして 42

万９千円の減額でございます。 

 特定財源１千 764 万７千円の増額につきましては、一般会計繰入金でございます。 

 次のページをお開き願います。２款製造費、１項製造管理費、１目製造費１千 894万１千円の

減額につきましては、会計年度任用職員給与の減額が 116万１千円、製造数量の調整による報酬

の減額でございます。焼酎醸造事業費の減額は１千 778万円、主なものとして消耗品の１千 115

万４千円につきましては、ボトルとコルクの購入数量の調整による減額、印刷製本費の 361万２

千円の減額につきましては、箱とラベル経費でございます。 

 器具購入費の 139 万２千円の増額につきましては、新樽 15本の購入経費でございます。 

 特定財源１千 635 万９千円の増額につきましては、一般会計繰入金でございます。 
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 次に、歳入について説明いたしますので、28ページにお戻り願います。歳入につきましては、

総括で説明いたします。１款財産収入につきましては、コロナ禍による生産物売払収入の減少と

して６千 613万４千円を減額補正するものでございます。 

 ２款繰入金につきましては、歳出補正に伴います不足額を、一般会計繰入金として３千 400万

６千円を増額補正するものでございます。 

 ３款繰越金につきましては、令和元年度繰越金の確定により 45 万２千円を増額補正するもの

でございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから質疑を行います。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 すでに一般会計の補正で繰入金の関係については議決されていますので、その前提に立ちなが

ら特会としての今回の通じた部分での焼酎会計のありかたの基本的な部分を確認させていただき

たい。補正については賛成しておりますけども確認をさせていただきたいと思います。 

 歳入、総括表で見ていただく通り今回財産収入が約６千 600万の減額補正、そして一般会計か

ら当初は６千 600万円の繰入、普通一般企業でいくと５千万物を売るのに、６千 600万円の借

入をしないといけないという状態、これは基本的にいうと倒産企業の実態であるわけで、当然今

回は特異的なコロナ禍という状況の中で、こういった事が生じた。従って持続的にきちんと経営

していくためには今資金ショートを会計として起こしてしまうので、一般論的に言えば公会計上

でいけば会計間融通等でやっていく。もしくは借入金を起こす措置でしょうけども最終的には物

が売れないという状況の中においては、固定経費はある程度今回減額補正してますけども固まっ

てるので救いは一般会計の繰出ししかない状況で今回補正を提案された、そのように基本的には

理解しています。 

 ただ１つ、平成 31 年度スタートをする５ヵ年の事業経営計画そのものは今後も続いていくわ

けであって、既に平成 31 年度決算これは行いますけども５ヵ年計画の初年度で既に歳入の関係

でいくと２千万弱の計画の割れを起こしている。そして今回でいくと、約６千万を超えるコロナ

があったといっても歳入もマイナスを起こしている状況、その一方では５ヵ年計画の中で、施設

修繕を含めて３億２千万の投資を行っていくという計画、今の生産能力最大限で、200キロリッ

トルの製造できる設備を持っている。そして現実的には 70 キロリットル程度の製造と 35 キロ

リットル程度の販売計画、そして 250 リットル程度の保管しながら良質をもたらしていくそう

いった中において現実的に固定経費というのはコンプリートされていて、どういった形をやると

しても今の市場性だとか言った時に、なかなか黒字には転換していかない体質になっている。 

 そういった中において新しいマーケットそういった開拓がされているかどうか。それから現実

的にデザインを変えたり、瓶を変えたりした時に原価率が非常に高くなってしまっている。製造

原価と流通原価が、ある意味ではやればやるほど赤字になっていくという、そういった根本的な

体質を持ってしまっている。 

 現在、所長の方から委員会においてきめ細かく分析されたものとか実態が報告されて、今後 12

月ぐらいに向けて経営分析そういったものも出てくると聞いておりますので、そういった中にお

いて既に５ヵ年計画事業計画そのものが破綻状態なっているという形の中で、単純に修正してや

ってくのか。それと今言った現状というものをもう１回しっかり分析してリセットとしていくの
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か。その方向性をきちんと示した中で今回の補正というものを受け止めなくてはいけないこのよ

うに考えるわけで、理事者の考え方、今持っている５ヵ年計画というものをマーケットや実態、

そういうものを今後出てくる分析をベースにしながらリセットしていくのかどうなのか。単純に

修正して今の計画を生かしていくという考え方なのか、それだけ確認させてください。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 焼酎醸造事業の関係であります。今年度の事業については当初の段階では東京オリンピック、

パラリンピックそうしたものを見込みながら醸造販売計画を立て、そして予算化をしてきたわけ

でありますが、当初予定していなかった新型コロナウイルスということで、市場も経済も大きく

減少をしている、影響を受けているという状況化になっておりまして、現況においてはこれらの

収支についての補正を今回お願いしたということでございます。 

 ただ今後における概要でありますが、焼酎そのものについては昭和 50 年に職員を当時の滝野

川の国税醸造試験場に派遣をし、それからスタートをしてきたという極めて長い歴史を持つもの

でありますし、また昭和 63 年、補助事業によって農産物処理加工施設、いわゆる今の焼酎工場

を建設をいたしました。その時点においても、この焼酎を将来に渡ってどうしていくかという議

論の末に、将来的にも清里の特産として町の誇りとして育てていこうという強い意志の中から、

今のところに工場を建設し、本格操業に入ったという経過があるわけであります。 

 ただし現状としては、やはり嗜好品でありますからそれぞれの時代時代で大きく伸びた時もあ

りますし、逆に縮んだというようなことも現状としてございます。そんな中で 10 年前から焼酎

醸造事業経営計画というのを改めて５ヵ年ごとの計画を立てて、今日に至ってきたというのが実

態でございますが、実質今議員からもありましたように、これの収支については固定経費または

かかり経費等の関係、一定の量を製造販売をしないと収支が合ってこないというのはこれはそれ

ぞれの事業ですから、そういうことになってくるかなと思いますが、そうした中においてもやは

り厳しい状況が続いている、そんな経過にあるわけであります。 

 そうした状況を踏まえながら焼酎醸造所の方では元々焼酎の単純なる収支だけでなくて、波及

効果というんでしょうか、地域経済に及ぼす労働が雇用に及ぼす波及経過、そういうものを含め

たトータル的な経営分析をお願いをするということで、商工会を通じた中で中小企業診断士の方

に経営分析をお願いをしております。 

 ついこの間、私もまだ見ておりませんが、分析結果が届いたということでありますから、これ

をしっかりと事務的にも検証をこれからしていきたいと。そうした中においてやはり適正規模と

収支の分岐点を探りながらどこの位置づけでこれを続けていくかということを判断していかなけ

ればならないというふうに感じております。 

 現在は、今ある５ヵ年計画の３年目になっておりますが、この分析の結果、そういう方向性が

示されてくると。いうことではあれば早速その分析と合わせてこの醸造計画自体も見直しをかけ

ながら方向性を探っ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。 

 いずれにしても厳しい状況にあることは間違いのないところでありますから、やはり新しい市

場また新しい製品にそういうものを探りながら本当に町民の皆さんにも、そして消費される皆さ

んにも愛される商品として手に取ってもらえるような、そんな努力を引き続きしていきたいとい
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うふうに考える次第であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

 基本的には今の町長の答弁、明確ではなかったんですが、今経営分析等を行なった中において、

ある一定の課題は明確になってくれば今ある５ヵ年の事業計画をリセットするというふうに理解

していいのか、どうなのかそこをまず明確にしていただきたい。もうじき 50 年を向かえると思

います歴史的には。逆に言えばいいタイミングじゃないかなと。その５ヵ年のローテーションは

良いんですけど、基本的にここまで売り上げが落ち込んでいる状況それからデザインといろんな

ものカートン含めてリセットして、経過の中で消費税の問題や値上げがあったりとか胆振の地震

があったりとか、色んな市場性の問題もあって今回コロナの形それは強く影響していると思いま

すけど、ただマーケットの市場を睨んだときに、果たして今町長が答弁あった嗜好品という中に

おいて、例えば市販の新聞が毎週出ていますけれども現実的には４月、５月関係でかなりの多く

の酒類のメーカー、焼酎を含めて落ち込んでいった。特にあの料飲店を中心としたビールの落ち

込みが非常に 30％で最大だったけれども、逆に５月と６月、ほとんどの地方メーカーというのは

ある一定の安定した、逆に家飲み等の中において、うちの持っている焼酎の市場性、マーケット

をどう捉えて、どこに戦略を特化していくかということがかなり曖昧であった。 

 具体的に言うと、贈答品市場、お土産市場、今の経営計画の中においても町内でもそういった

消費が全く伸びてないという形であって、ある特定化された嗜好の中でしか消費されてないマー

ケットを睨んで今までこうやってきている中において、逆に言えば色んな地震や消費税の問題や

コロナによってそういったうちの町の焼酎の持っている特性の良いところだけではなくして、弱

さも逆に露呈した中において、今回のような状況に陥っているというふうに考えた方が良いんじ

ゃないか。そういった中においては先ほど来述べているとおり、今ある５ヵ年経営計画というも

のをしっかりと分析した上で、今、経営分析やってるんですから、どういった方向性の戦略をき

ちんと持てるのか、50 年なら 50 年の歴史の中にどういう形の中で町民の皆さんと一緒に、こ

の焼酎事業を次の時代にバトンタッチして育てていくのかという戦略的な方向性を具体的な抜け

道を見つけない限りは、ただ「歴史的遺産」、「町民の誇り」だけでは事が進んでいかない。これ

はせいぜい１千万や２千万とかでリミットで一般会計の持ち出しは済んでいればいいですけども、

今後の市場の動向によっては、この恒常的な赤字体質というものがさらに恒常化していく、そう

いったリスクも背負ってるというふうに認識するわけであって、是非もう一度その辺の経営計画

５ヵ年のリセットについて町長の意思の確認をさせていただきたい。このように思っております。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 先程も申しあげましたように、現在分析中でありますので、この分析結果に応じて内容につい

てはつぶさに改善すべきものは改善していきたいと思っておりますし、また事業計画そのものに

ついても見直しすべきものは見直しをしながら方向性を決めていきたいと思っております。当然、
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事業計画が定まってきますと収支の部分もついてくるわけでありますから、これらについても内

容をしっかり把握した中で恒常的な赤字にならないような収支分岐点がどこにあるんだというこ

とをしっかり確認した中で、今後のマーケティングも考えていきたいと思っております。 

 必ずしもリセットという言葉、表現がどうなのかなという感じはしておりますけども、基本的

に先ほど来申し上げていますように、我が町の特産品でもあり、我が町唯一の誇りとしての製品

でもございます。そういう中で、余り収支に乖離が出てくると、そうは言っても現実対応が出て

きますから、そこら辺は慎重に取り扱っていかなければならないなというふうに思っております

けども、収支分岐の見直しと合わせてやはり地域で育てるという観点も入れながら進めて行けれ

ばと、そんな思いで取り組んでい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) 

 基本的には了解いたしました。その収支だけの話ではない、当然先ほど来町長の述べていると

おり、長い 50 年の歴史の中で育ててきた当町における文化ということもありますし、町民の誇

りということもありますので、逆にやはりそこから何か新しいものが生まれてくるという方向性

の中において、ある一定の行政負担、一般会計の負担をしていくというきちっとした新しい展望

物語というものを作りあげた中において、今言った町長がをおっしゃったような収支の分岐点が

どこにあって最大限そこを目指すことについては非常に現状の中ではどう考えても原価率だとか

流通コスト考えて、それを難しいというのは素人が見たって明らかなんです。そこの中で新しい

着地点、戦略的にどういう方向性を展開していくかそういったものが見えない中で、この程度な

ら仕方ない、３千万は仕方ない、４千万なら仕方ないないってそういった議論の中途半端な議論

でなくて、せっかく経営分析やるんですから、ある一定の方向性ということをきちんと戦略化で

きる方向、中身。そういったものを町民と今まで培ってきた歴史的な物、価値観を共有する中で

生み出していく。逆に言えば新しいものにきちんと新しい経営対策という形の中でビジョンを持

ちながら前向きに進めていくという否定的な話だけじゃなくて、前向きにそれを今まで 50 年の

培ったノウハウと歴史はがあるわけですから、そこで持っている色んな技術だとか当町の持って

いる歴史的背景や文化的背景をその中に込めてきたものもあるし、町民の思いもあるわけですか

ら、それを前向きに展開することも含めて是非リセットとは言い切りませんけれども、前向きな

見直しを取り組んでいただきたい、このように考えます。 

 

○議長（田中誠君) 

 町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

 大変ありがとうございます。基本的には今までの経過を踏まえながら、そして地域振興や雇用

に将来的に繋がっていくようなそんな前向きな展望が開けていけるように我々としても最大の努

力をしてきたいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君) 
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 他、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 これから、討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第 46号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

 起立全員です。 

 したがって、議案第 46 号、令和２年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）は、原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第１７ 議案第４７号 

○議長（田中誠君) 

 日程第 17、議案第 47号、清流橋架換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)  

 ただいま上程されました議案第 47 号、清流橋架換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の締結を

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、清流橋架換工事でございます。工事の概要をご説明申し上げます。清流橋につ

きましては昭和 39 年に竣工いたしました町道青葉道路と札弦川の交点にかかる橋梁であり橋長

が 13.7 メートル、幅員は 4.0 メートルでございます。当該橋梁につきましては、下部の破損が

進行し補修による延命化が困難であると診断されているため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、

架け換え実施するものでございます。 

 新橋の概要は橋長 23.55 メートル、幅員 4.0 メートルとなり２ヵ年での施工を計画しており

ます。本契約による今年度の工事内容は現在の橋梁を解体し下部工、護岸工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５千 984 万円でございま

す。なお予定価格につきましては６千９万４千円でございます。 

 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 19 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)  

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) 



40 

 

質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君) 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。 

（「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 47号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって、議案第 47 号、清流橋架換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１８ 議案第４８号 

○議長（田中誠君) 

日程第 18、議案第 48 号、清里小学校 GIGA スクール対応児童用端末整備事業契約の締結に

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。生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 ただいま上程されました議案第 48号、清里小学校 GIGAスクール対応児童用端末整備事業契

約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の目的は、清里小学校の GIGA スクール対応の児童用端末の購入であります。購入する端

末はタブレット 211 台で、子供たちが将来社会の担い手としての資質、能力を身に付けるための

１つの手段として国の GIGA スクール構想に基づき導入するものであり、清里小学校の各教室に

配置をし、全児童に一人１台ずつ貸与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１千 183 万７千 100円でござい

ます。なお、予定価格につきましては１千 972万８千 500円でございます。 

 契約の相手方は、札幌市中央区大通西３丁目 11番地、株式会社北海道日立システムズであり、

納入期限は令和３年３月 19日でございます。以上、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。 
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○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 48号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件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 48号、清里小学校 GIGA スクール対応児童用端末整備事業契約の締結に

ついては原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第１９ 議案第４９号 

○議長（田中誠君)  

日程第 19、議案第 49 号、清里中学校 GIGA スクール対応生徒用端末整備事業契約の締結に

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。生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君) 

 ただいま上程されました議案第 49号、清里中学校 GIGAスクール対応生徒用端末整備事業契

約の締結について提案理由の説明を申し上げます。 

 本件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の目的は、清里中学校の GIGA スクール対応の生徒用端末の購入であります。購入する端

末はタブレット 93 台で、子供たちが将来社会の担い手としての資質、能力を身に付けるための

１つの手段として国の GIGA スクール構想に基づき導入するものでございまして、清里中学校の

各教室に配置をいたしまして、全生徒一人１台ずつ貸与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 521 万７千 300 円でございます。

なお、予定価格につきましては 869万５千 500円でございます。 

 契約の相手方は、札幌市中央区大通西３丁目 11番地、株式会社北海道日立システムズであり、

納入期限は令和３年３月 19日でございます。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。 

 

○議長（田中誠君) 
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お諮ります。 

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 49号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件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 49号、清里中学校 GIGA スクール対応生徒用端末整備事業契約の締結に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

   ●日程第２０ 認定第１号 ～ 日程第２６ 認定第７号 

○議長（田中誠君)  

ここで議事の都合上、日程第 20、認定第１号、令和元年度清里町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてから、日程第 26、認定第７号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてまでの都合７件を一括議題とします。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

審査の方法については、議会先例により、提案理由の説明を省略し、議長と監査委員を除く全

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託のうえ、審査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。 

したがって、議長と監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託

のうえ、審査することに決定しました。 

 

○議長（田中誠君)  

ここで、暫時休憩します。休憩中に決算審査特別委員会を開催します。 

正副委員長の互選を願いします。 

休憩  午後 １時 45分 

再開  午後 １時 55分 

 

○議長（田中誠君) 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告致します。 

委員長に伊藤忠之君、副委員長に池下昇君、以上のとおり報告がありました。 

 



43 

 

○議長（田中誠君) 

なお、審査の日程は、本日から 18 日までの４日間に決定したとの報告がありましたので、お

知らせしておきます。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

決算審査特別委員会が終了するまで、休会にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

異議なしと認めます。 

したがって、決算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会とすることに決定しました。 

 

休会  午後 １時 56分 
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令和２年第７回清里町議会定例会会議録（９月 18 日 ２日目） 

 

令和２年第７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。 

   認定第１号 ～ 認定第７号 決算審査特別委員会審査報告 

   意見案第４号  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地 

           方税財源の確保を求める意見書について 

   意見案第５号  国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書について 

   意見案第６号  種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書についてについて 

   議案第５０号  北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

   議案第５１号  北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

   議案第５２号  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

開会  午後 ３時 00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。 

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、２番 古谷一夫君、３番 伊藤忠之君を指名します。 

 

●日程第２  認定第１号～認定第７号（決算審査特別委員会審査報告） 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、認定第１号、令和元年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第７

号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの７件を、一括議題とし

ます。本件について、委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長  伊藤忠之君。 

 

○決算審査特別委員長（伊藤忠之君） 

 決算委員長報告。令和２年９月 15 日、第７回清里町議会定例会において、決算審査特別委員

会に付託された令和元年度清里町一般会計及び各特別会計決算認定について、審査の結果、次の

とおり決定したので、会議規則第 76条の規定により報告いたします。 

１、審査案件 認定第１号、令和元年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定

第７号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで。 

２、審査期日 令和２年９月 15日、16日、18日の３日間。 

３、審査の結果 各会計とも認定すべきものと決した。 

４、委員会の意見 令和元年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算について審査を行った

結果、各会計の予算執行は議会の議決の趣旨に沿い概ね適正に執行されたものと認めます。 

健全化判断比率並びに他の財政指標においても健全財政を維持していますが、超高齢化人口

減少社会では、町税等の自主財源も大きな伸びは期待できず、限られた財源の中で住民サービ

スの質の向上を図っていくことがますます重要となっており、様々な観点から事業の評価・見

直しを行い、必要な改善を速やかに実施していくことが求められています。 

今回の決算審査特別委員会での意見等を十分に検討され、明年度以降の予算編成や行政運営

に生かされるよう望むものである。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 
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○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、一括採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、これから認定第１号から認定第７号までの７件を一括して採決します。この採決

は、起立によって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり、認定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、認定第１号、令和元年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第

７号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの７件は、委員長の報

告のとおり認定することに決定しました。 

 

●日程第３  意見案第４号  

○議長（田中誠君） 

 日程第３、意見案第４号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対

し地方税財源の確保を求める意見書についてを、議題とします。提出者の説明を求めます。総務

文教委員会委員長 池下昇君。 

 

○総務文教常任委員会委員長（池下昇君） 

 総務文教常任委員会提出の意見案第４号を説明します。意見案第４号、新型コロナウイルス感

染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保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９月 18日提出、清里町議会総務文教常任委員会 委員長 池下 昇。 

 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、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実する

こと。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償

還財源を確保すること。 

２、地方交付税については、引き続き 財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう、

総額を確保すること。 

３、令和２年度の地方税収が、大幅に減少することが予想されることか ら、万全の減収補填

措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め 弾力的に対

応すること。 

４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方

税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・

緊急性等を厳格に判断すること。 

５、特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直し

は、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。 
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 また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた特例措置は、本来、国庫補助

金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了する

こと。以上であります。 

 

○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） 

お諮りします。 

本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。 

これから、意見案第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４号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に

対し地方税財源の確保を求める意見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

お諮りします。 

ただいま可決されました意見書の提出先、並びに内容の字句等については、その整理を要する

ものについて、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。 

したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定しま

した。 

 

●日程第４ 意見案第５号 ～ 日程第５ 意見案第６号 

○議長（田中誠君） 

ここで議事の都合上、日程第４、意見案第５号、国土強靭化に資する道路の整備等に関する意

見書について、及び日程第５、意見案第６号、種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書につい

ての２件を一括議題とします。 

２件について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。 
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○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５号、第６号を一括して説明します。意見案第５号、国土

強靭化に資する道路の整備等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、別紙のとおり意見書を提出するものとする。

令和２年９月 18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いたします。 

１、長期安定的に、道路整備・管理が進められるよう、新たな財源を創設するとともに、道路関

係予算は所要額を満額確保すること。 

２、高規格幹線道路については、着手済み区間の早期開通はもとより、未着手区間の早期着手及

び暫定２車線区間における４車線化といった機能向上を図ること。 

３、令和２年度までの限定的な措置となっている「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急

対策」を継続し、対象事業の範囲を拡充すること。また、地方が国土強靭化地域計画に基づく事

業を着実に推進するため、必要な予算を確保するとともに、緊急自然災害防止対策事業債等の継

続を含めた地方財政措置制度の充実を図ること。 

４、道路施設の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補修などのメンテナンスサイクルを確

立し、予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うための技術的支援の充実を図るととも

に、対策予算を確保すること。 

５、冬期交通における安全性の確保、通学路などの交通安全対策、無電柱化の推進、安全で快適

な自転車利用環境の創出、北海道観光の発展に資する交通ネットワークの形成など、地域の暮ら

しや経済活動の復興を支える道路の整備や管理の充実を図ること。 

６、泊発電所周辺の道路は、複合災害発生時における避難道路としての機能も有していることか

ら、こうした道路の事業について、国の負担割合を引き上げるとともに、早急な整備と適切な管

理を図るために必要な予算を別枠で確保すること。 

７、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の維持・

強化を図ること。次のページをお開きください。 

意見案第６号、種苗法改正案の慎重な審議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９月 18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、今回の改正案では、すべての登録品種の自家増殖が許諾制となるため、企業への主要種子の

独占や許諾による事務作業の煩雑化、費用の増加などが見込まれることから、農業者が安心して

作付けできる環境を整えること。 

２、主要農作物種子法において機能していた都道府県における地域の特色を生かした種子の研究・

開発などを、今まで通り国などの公的機関が責任を持って進めるよう、従来行っている地方財政

措置を改正法案に盛り込むこと。 

３、外資系企業における地域ブランドなど優良な国産農産物の種子の海外流出を防止するための

万全な対策、制度を構築すること。以上であります。 

 

○議長（田中誠君) 

 ２件について、一括質疑を行います。 
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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。 

 この意見案２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、意見案第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５号、国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書については、原案

のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから、意見案第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６号、種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書については、原案のとお

り可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

お諮りします。 

ただいま可決されました意見書の提出先並びに内容の字句等については、その整理を要するも

のについて、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。 

 

   ●追加日程第１ 議案第５０号 ～ 追加日程第３ 議案第５２号 

○議長（田中誠君) 

 町長から議案第 50号、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約、議案第 51号、

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更規約及び議案第 52 号、北海道町村議会議員公
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務災害補償等組合規約の一部を変更する規約の３件が追加提出されました。 

この３件を日程に追加し、追加日程第１から追加日程第３として議題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。 

 議案第 50 号から議案第 52 号を日程に追加し、追加日程第１から追加日程第３として、議題

とすることに決定しました。 

 

○議長（田中誠君) 

 ここで議事の都合上、追加日程第１、議案第 50 号、北海道市町村総合事務組合規約の一部を

変更する規約から、追加日程第３、議案第 52 号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の一部を変更する規約までの３件を一括議題とします。３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)  

 ただいま上程されました議案第 50 号、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約

及び議案第 51号、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約ならびに議案第 52

号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約について、提案理由のご

説明を申し上げます。以上３件の一部事務組合の規約の変更につきましては、加入団体の解散に

よる規約の変更のため一括説明させていただきます。 

 それでは、議案第 50 号、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約について、ご

説明いたします。本件につきましては、地方自治法第 286条第１項の規定により、規約の一部変

更について議会の議決を求めるものです。次のページをご覧ください。 

本件につきましては、北海道市町村総合事務組合において、加入団体の解散に伴い、規約の一

部を変更するものです。それでは別冊の令和２年第７回清里町議会定例会審議資料の１ページを

ご覧ください。新旧対照表によりご説明いたします。変更箇所にアンダーラインを引いておりま

す。別表第１、石狩振興局の項中、札幌広域圏組合、同表、渡島総合振興局の項中、山越郡衛生処

理組合、また同表、空知総合振興局の項中、奈井江、浦臼町学校給食組合をそれぞれ削るもので

あり、カッコ内の数値は加入団体数の減少による変更です。 

２ページをご覧ください。別表第２の９の項中、札幌広域圏組合、山越郡衛生処理組合及び奈

井江、浦臼町学校給食組合の３団体を削るものです。附則につきましては、施行期日を定めるも

のです。続きまして、議案第 51号、ご説明申し上げますので、議案書にお戻りください。 

議案第 51 号、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約について、ご説明を

申し上げます。本件につきましても、地方自治法第 286条第１項の規定により規約の一部変更に

ついて議会の議決を求めるものです。次のページをお開きください。本件につきましても、北海

道市町村職員退職手当組合において、加入団体の解散に伴い、規約の一部を変更するものです。 

それでは別冊の審議資料３ページをご覧いただきたいと思います。新旧対照表によりご説明い

たします。別表（２）一部事務組合及び広域連合の表、渡島管内の項中、山越郡衛生処理組合を

同表、空知管内の項中、奈井江、浦臼町学校給食組合をそれぞれ削るものです。４ページの附則

につきましては、施行期日を定めるものです。 
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続きまして議案第 52号をご説明いたしますので、議案書にお戻りください。 

議案第 52 号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約につきまし

て、ご説明いたします。本件につきましても地方自治法第 286条第１項の規定により規約の一部

変更について議会の議決を求めるものです。次のページをご覧ください。 

本件につきましても、加入団体の解散に伴い規約の一部を変更するものです。それでは別冊の

審議資料の５ページをお開きください。新旧対照表によりご説明いたします。別表第１中、山越

郡衛生処理組合、奈井江、浦臼町学校給食組合及び札幌広域圏組合を削るものです。附則につき

ましては施行期日を定めるものです。以上で、３規約の一部を変更する規約について、提案理由

の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君) 

 ３件について一括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

 質疑なしと認めます。 

 ３件について、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。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから、議案第 50号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件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 50 号、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約は、原案の

とおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから、議案第 51号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件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 51 号、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約は、原案

のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君) 

 これから議案第 52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 52 号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規

約は、原案のとおり可決されました。 

 

●閉会・閉議宣告 

○議長（田中誠君） 

 これで、本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。 

令和２年第７回清里町議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。 

 

閉会  午後 ３時 26分 

 


