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令和元年第３回清里町議会定例会会議録（６月２０日 １日目） 

 

令和元年第３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   工 藤 特 雄 

    副 町 長   本 松 昭 仁 

    総 務 課 長   伊 藤 浩 幸 

  企 画 政 策 課 長   本 松 昭 仁 

    事 務 取 扱 

    町 民 課 長   河 合 雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田   成  人 

     産 業 建 設 課 長   藤 代 弘 輝 

    焼 酎 醸 造 所 長   清 水 俊 行 
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    出 納 室 長   熊 谷 雄 二 

        生 涯 学 習 課 長   原 田 賢 一 

    監査委員事務局長   溝 口 富 男 

    農業委員会事務局長   藤 代 弘 輝 

    選挙管理委員会事務局長   伊 藤 浩 幸 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長     溝 口 富 男 

    主 査   寺 岡 輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   報告第 １号  平成３０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 ５号  固定資産評価員の選任について 

   議案第２１号  清里町税条例の一部を改正する条例 

   議案第２３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２４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２５号  北海道市町村職員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 

  議案第２９号  清里小学校児童用パソコン購入契約の締結について 

議案第３０号  清里小学校教師用パソコン購入契約の締結について 

議案第３１号  清里中学校生徒用パソコン購入契約の締結について 

  議案第３２号  戸籍システム更新機器購入契約の締結について 

  議案第３３号  長栄橋補修工事請負契約の締結について 

  議案第２２号  清里町森林環境譲与税基金の制定について 

  議案第２６号  令和元年度清里町一般会計補正予算（第１号） 

議案第２７号  令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第２８号  令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

令和元年度町政執行方針 

令和元年度教育行政執行方針 

一般質問    （２名５件） 
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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。 

ただいまから令和元年第３回清里町議会定例会を開会します。 

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

 

   ●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５番池下昇君、６番勝又武司君を指名いたします。 

  

   ●日程第２ 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。 

 

○４番（堀川哲男君)  

議会運営委員長報告。本定例会は政策予算が提案される議会であり、町政執行方針、教育行政

執行方針、一般質問、補正予算の審査、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６月２１日までの２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６月２１日までの２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、会期は本日から６月２１日までの２日間に決定いたしました。 

 

●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。 

 

○事務局長（溝口富男君） 

 議長諸般の報告４点について御報告申し上げます。 

大きな１点目、議員の派遣状況及び会議行事等の出席報告についてであります。（１）オホーツ

ク町村議会議長会、第１回定期総会について。５月２４日滝上町において開催され、議長が出席
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しております。平成３０年度決算認定等について原案のとおり可決承認されております。 

（２）町村議会議長副議長研修会について。５月２８日東京都で開催され、議長が参加しており

ます。町村議会議員の議員報酬のあり方、最終報告について３名の講師から報告が行われ研鑚を

深めたところです。２ページになります。（３）オホーツク圏活性化期成会令和元年度定期総会に

ついて。５月３０日網走市において開催され、議長が出席しております。決算認定及び事業計画

等について原案のとおり可決承認されております。（４）北海道町村議会議長会第７０回定期総会

について。６月１１日札幌市で開催され議長が出席しております。議事の内容は会務報告、決算

報告、事業計画、並びに２ページから３ページに記載の各議長会からの提出議案１４件が、それ

ぞれ原案のとおり可決承認され、その後記載の内容にて講演が行われております。 

（５）一部事務組合の会議等並びに、（６）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。４ページになります。 

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、（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。５ページになります。 

大きな３点目、例月現金出納検査の結果について。平成３１年４月分と令和元年５月分につい

て、６ページから９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、令和元年第３回清里町議会定例会説明員等の報告について。１０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） 

 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点目の令和元年、春の褒章叙勲受章についてでございます。元国勢調査員 浅野武氏が５月

１０日付をもって藍綬褒章を受賞いたしております。また、５月２１日付をもって元斜里地区消

防組合清里消防団団長 森崎正章氏、並びに、元各種統計調査員 本庄奉昭氏が、瑞宝単光章を

受章されておりますので、ここに謹んでご報告を申し上げ、町民の皆さんとともに心よりお祝い

を申し上げる次第でございます。 

次に２点目の暴風被害についてであります。去る５月１８日から２０日にかけて暴風に見舞わ

れ、農作物に被害が発生いたしましたので、その概要を御報告申し上げます。 

暴風に係る気象警報は５月の２０日午前１１時８分に発令となりましたが、その以前の１８日

半から連続する強風が発生をいたしておりまして、午後５時５２分に警報が解除されるまでの間

に、各地区で記載された最大瞬間風速は記載のとおりでございます。なお、風害により甜菜で９
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００ヘクタール。馬鈴薯で２７８ヘクタール。タマネギ他１８ヘクタール。全体で１，１９６ヘ

クタールに被害が発生をいたしております。町では防風警報の発令と同時に、災害対策情報連絡

室を設置し、お知らせメールによる注意喚起と農協及び普及センターとの連携のもとに、被害調

査、被害対策を進めてきたところでございます。 

次に３点目の農協からの援農要請についてであります。先に発生をいたしました風害による、

甜菜の補植が急を要することから、農協より５月２７日から２９日までの３日間、各１２名の援

農要請をいただきましたので、職員を派遣いたしたところであります。２９日は雨天のため中止

となりましたので、実質的には２日間で２６名の派遣となっております。なお、農協全体では５

月２４日から６月１日までの１０日間で、延べ１９３名の援農派遣を行い、補植作業にあたった

ところでございます。次のページをお開き願います。 

４点目の北海道町村会、第７３回定期総会についてでございます。５月２３日北海道知事、北

海道議会議長並びに、道内選出代議士のご臨席をいただく中、札幌市のホテルポールスターにて

開催がされております。今年度は２年任期の役員改選期でありまして、会長、副会長、監事の役

員が改選されております。会長には、棚野白糠町長が、副会長には管内別に地区町村会長７名が

選出をされております。その後、総務建設、民生文教、農林水産の各部会より、政務活動に関す

る報告と１８項目に及ぶ特別決議の採択、平成２９年度の決算報告、平成３０年度の活動報告、

令和元年度の事業計画及び予算並びに、各種会務報告、共済事業などの業務報告が行われ、提出

のあった議案すべてが原案どおり可決承認され、閉会されたものでございます。 

次に５点目の令和元年斜里地区消防組合議会第２回臨時会の結果についてであります。５月２

７日、斜里町総合庁舎３階議場で行われております。本議会は議員の改選後初めての議会であり

ましたので、付議案件の①と②で議長及び副議長の選挙が行われ、議長には金盛典夫議員が、副

議長には坂田秀昭議員が当選をされてございます。③につきましては、ＯＳのサポートが終了す

るパソコンの購入をすることによるものでございまして、財産の取得又は処分に関する条例に基

づき議決を求めたものでございます。④から⑥の３件につきましては、それぞれ組合規約の一部

を改正するものでありまして、構成する組合員の解散に伴う改正でございます。⑦につきまして

は関係法令の改正に伴い、本条例につきましても一部を改正するものでありまして、いずれも原

案通り可決承認をいただいております。 

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ございます。

５月２７日斜里町総合庁舎２階大会議室にて行われております。本議会も議員改選後の初めての

議会でありましたので、付議案件の①、②でそれぞれ議長並びに副議長の選挙が行われておりま

す。議長には金盛典夫議員が、副議長には伊藤忠之議員が当選をされております。③から⑤まで

の３件につきましては、先ほどと同じく、組合規約の一部を改正するものでございまして、いず

れも原案通り可決承認を頂いたものでございます。 

次に７点目の令和元年度オホーツク圏活性化期成会定期総会についてであります。５月３０日

網走市セントラルホテルにて開催されております。付議案件としては、報告認定で３件、議決案

件で記載の６件、都合９件でございまして、報告認定事項の①から③の３件については、一括上

程のもと承認をされたものでございます。また、議案①の令和元年度の事業計画、②の予算、③

の市町村負担金の３議案におきましても原案通りに可決承認をいただいたものであります。④の

会長の選出につきましては、任期満了に伴うものでありまして、会長には辻北見市長が選出され

たものでございます。また⑤の役員の選任及び専門委員につきましては、会則により選任方法が
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規定されておりまして、その規定に基づき選任がされたものであります。なお、副会長には網走

市、紋別市の各市長、町村会の会長、町村議会議長会の会長が選任されております。⑥の事務局

長の任命につきましては、会長所在であります、北見市の企画財政部長が会長指名により承認を

されたところであります。以上を提案されたすべての議案が可決されておりまして、その後閉会

をいたしたところであります。次のページをお開きください。 

８点目の第１８回釧網本線部会首長会議についてでございます。６月３日小清水町役場２階議

場で開催されております。オホーツク管内の沿線自治体の首長、オホーツク総振興局より地域創

生部長、ＪＲ北海道より総合企画本部副本部長、地域交通改革部長が出席をし、情報提供と意見

交換が行われております。北海道からは、昨年末の６者会談で協議を進めるとしていたＪＲ北海

道に対するアクションプラン実行期間中における、地域支援額と北海道の負担額について沿線自

治体の同意のもとに６月の道議会に提案すること。またこれを受けて各沿線自治体においても支

援額の予算措置をされるようにとの説明があったところであります。 

ＪＲ北海道からは既に作成されております、アクションプランにおける実効性の確保と検証評

価のための、アクションプラン実行委員会の設置について報告がありました。それぞれ意見交換

を行ったところでございます。 

次に９点目の第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。６月３日弟子屈

町公民館２階講堂にて開催されております。本実行委員会は釧網線のアクションプランに基づく

利用促進や経費削減などに取り組むためのプランの推進と連絡調整を図ることを目的に、沿線地

域とＪＲ北海道が一体となって取り組むため、設置されたものでありまして、規約の制定及び役

員の選任について決定されております。会長には規約の定めによりましてＪＲ北海道旅客鉄道株

式会社の総合企画本部副本部長、副会長には同じくＪＲ北海道の釧路支社長と釧路市長の２名を

選出したものでございます。議案のその他においては、釧網本線の知床斜里駅から緑駅までの２

８キロの区間において、今年の１０月２１日から１１月１日までの１０日間において、老朽化し

た枕木の交換作業を行うこと。併せてこの区間、列車の一部区域において、バスにより代替運送

が行われること。また、１０月の消費税率の改正に合わせ運賃改定を行うため、改正申請を行っ

ていることについての情報が提供されたところであります。 

さらに釧網線の利活用検討調査を受託されているウィラー株式会社からは、今年度の事業の取

り組みの説明があり、緑駅から神の子池の区間に小型モビリティーを試験導入し、沿線エリアで

の交通連携について、立証するプランが示されたところでございます。 

次に１０点目の知床地方版図柄入りナンバー導入検討協議会の総会についてであります。６月

６日、斜里町夢ホール知床で開催されております。付議案件は記載の４件でありまして、①では

平成３０年度の事業及び収支決算報告。②の協議会要綱の一部改正は、表題の名称を知床ナンバ

ー協議会に改正したものでありまして、また③の令和元年度の事業計画及び予算につきましては、

知床ナンバーのＰＲ用ステッカーおよびポスターの作成事業の推進とこれらに要する予算につい

て決定されたものでございます。④の役員の改選につきましては、会長は羅臼町長、副会長には

斜里町長。監事には中標津町長が選出されております。 

次に１１点目の北海道横断自動車道北見網走間建設促進期成会緊急要望についてであります。

６月１０日武部代議士ほか、北海道選出の代議士、財務省主計局、国土交通省政務官、北海道局

道路局の関係職員に対しまして、期成会構成の首長及びオホーツクの道を考える会役員の、全体

で１８名で女満別空港から網走市までの区間における計画段階調査評価の早期着手と当面着工し
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ない区間の足寄―陸別間の凍結解除について強く要請を行ったものであります。 

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により

ご説明を申し上げますので最後のページ５ページをお開き願いたいと思います。６月１５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。まず気象の推移と特異的な事項についてであります。今年は春耕

期が比較的好天に恵まれ、気温も高めに推移したこともあり、播種作業も順調に進み、各作物と

もに生育も順調に進んでいたところでございます。ただし５月１８日から２０日にかけての暴風

により甜菜や馬鈴薯を中心に１，１９６ヘクタールに被害が発生し、補植などの作業が行われて

おります。それでは作物ごとに生育状況を御報告申し上げます。まず秋まき小麦きたほなみにつ

きましては、草丈は平年値より上回っておりますが、茎数は生育のステージが進んでいることか

ら平年を下回っており、出穂揃いで生育の遅速度は８日早くなっております。５月からの好天に

より生育が大幅に早まり、茎数の減少が早いとのことでありますが、出穂開化のばらつきが多い

圃場が目立っており、縞萎縮病による影響と考えられているそうでございます。春まき小麦、春

よ恋につきましても、草丈葉数は平年を上回っておりますが、茎数は平年を下回り、止葉期であ

りまして、生育の遅速では１０日早くなっております。馬鈴薯コナフブキでありますが、茎長茎

数ともに平年より上回っておりまして、萌芽期で生育の遅速で５日早くなっております。甜菜の

パプリカにつきましては、草丈葉数共に、平年を上回っておりまして、生育の遅速で４日早くな

っておりますが、風害の被害程度による圃場間での差が大きくなっているとのことであります。

大豆とよみづきでありますが、茎長葉数は平年を上回っており、出芽期で生育の遅速で３日早く、

出芽のばらつきが目立つ圃場が散見されるとのことでありますが、出芽の良否は並みとのことで

ございます。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、出芽期で生育

の遅速では３日早く、出芽の良否ではやや良とのことでございます。トウモロコシ、サイレージ

用につきましては草丈葉数とも平年を上回っておりまして、出芽期で生育の遅速では３日早くな

ってございます。出芽の良否では良とのことでございます。牧草のチモシー１番草につきまして

は草丈が平年を上回っておりまして、出穂始めて生育の遅速では４日早いとのことであります。

なお、作業状況では１番草の収穫初めで３日早くなってございます。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。３ページにお戻りいただきたいと思います。 

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

５月２１日町民会館で開催されております。町からは令和元年度における、主な事業の概要並び

に当面する行事や事業。さらには連絡依頼事項などについて説明をさせていただき、御意見御質

問をいただいたものでございます。次に、交通安全防犯青少年育成推進委員会及び交通安全防犯

協会総会についてであります。同じく５月２１日、町民会館で開催されております。推進員約５

６名の出席をいただき、平成３０年度の事業報告と令和元年度の事業計画についてご審議をいた

だき、原案通り可決承認をいただいております。また総会後に清里駐在所より町内における交通

事故、及び犯罪の発生状況と対策について御講演をいただき、研鑽を深めたものでございます。  

４ページをお開きください。植樹祭についてであります。５月２５日札弦町にて実施されてお

ります。この活動は花と緑と交流のまちづくり実行委員会との共催で、毎年実施をさせていただ

いておりますが今年度におきましても自治会長・自治会をはじめ、各地域職域職場、団体などか

ら５３名の参加をいただき、旧光岳小学校の学校営繕林跡地の場所において、令和の記念とあわ

せ、植樹祭を実施させていただいたものでありまして、カラマツ５００本の植樹を行ったもので
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あります。次に第５４回北海道消防協会オホーツク地方支部、斜里分会連合演習についてであり

ます。５月２６日清里町生涯学習総合センター駐車場及び清里市街一円で開催がされております。

高橋文明北海道議会議員、オホーツク総合振興局長、斜里警察署長をはじめ、町内外より４９名

の来賓の方々のご出席をいただき、各消防署及び消防団１２４名の参加により、小隊訓練、ポン

プ操法、模擬火災訓練、分列行進など、すべての演習が所定どおりに行われ終了いたしておりま

す。なお、当日は清里町の中学校、清里高等学校の吹奏楽部にも国旗掲揚、分列行進での演奏等

に御協力いただきますことに改めてお礼を申し上げる次第であります。次に農業関係機関代表者

会議についてであります。５月２９日町民会館２階研修室で開催されております。記載の農業関

係機関団体において、平成３０年度の国、北海道、町における農業関係事業の事業報告と令和元

年の事業計画について説明し、それぞれ意見交換を行ったものであります。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の関連事業につきましても事業の進捗と内容の説明をさ

せていただいております。次に町営牧場の入牧についてであります。５月３日江南牧場において、

今年度の入牧が開始されております。酪農及び畜産農家４戸から乳牛で５６頭、和牛で１６頭計

７２頭が入牧されております。なお今年度の入牧予定頭数は９７頭でございます。次に平成３１

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でございます。６月４日小清水町斜網

地域中央管理所にて開催がされております。記載の内容で協議が行われそれぞれ報告承認決定が

されたところでございます。なお小水力発電事業の進捗状況でありますが、事業につきましては

設計、施工一体型で昨年の１２月に道営事業として発注がされております。今年９月に発電所の

建設工事が、そして１０月に送電線の仮設工事が発注予定となっているところでございます。次

に札幌清里会第４２回総会についてであります。６月１５日札幌市三河屋会館にて行われており

ます。清里町からは観光協会長、農協企画審査課長、そして教育長と事務局員２名の計５名で参

加をさせていただいております。札幌清里会からは、中村会長他３６名の参加でありまして、総

会において町からは行政施策や町の出来事、また観光協会からは活動状況や計画などについて情

報提供が行われております。農協からは交流会において新たに開発したそれぞれの特産品のＰＲ

が行われ、交流懇談の中、盛会のうちに閉会をしたところでございます。以上申し上げ、町長の

一般行政報告といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」）との声あり） 

○議長（田中誠君） 

  質疑なしと認めます。 

 これで町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５ 教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 
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大きな１、主な会議、行事等の報告であります。１点目、ことぶき大学入学式開講式について。

例年通り５月１７日、来賓大学役員並びに講師の出席のもと、プラネットにて開催され、大学総

長であります 引町長の挨拶、来賓を代表して田中町議会議長の祝辞の後、新入学生の２名の紹

介と講師の紹介が行われました。今年度は学生総数５９名により、来年３月までのことぶき大学

がスタートいたしました。２点目、第４２回斜里岳ロードレース大会実行委員会について。５月

２８日に本年度第１回目の実行委員会が開催されました。本年も実行委員として体育協会、陸上

競技協会、スポーツ推進委員会、スポーツ少年団協議会、商工会、観光協会、交通安全指導員会、

女性会議、青年団、建設業協会、教頭会と町内多くの団体の御協力をいただき、開催される運び

となりました。なお今年度のゲストランナーは清里町ふるさと大使であります岡崎朋美さんと、

お笑いコンビ品川庄司の庄司智春さんをお迎えし、９月１５日日曜日１０時スタートで開始の予

定であります。 

次に大きな２、教育委員会の開催状況であります。第５回教育委員会が６月１２日開催され、

記載のとおり各種委員の委嘱について、それぞれ決定されております。 

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１号  

○議長（田中誠君） 

 日程第６ 報告第１号、平成３０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

します。 

 本件について、内容の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、報告第１号、平成３０年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いての説明を申し上げます。本件につきましては、地方自治施行令第１４６条第２項の定めによ

り議会への報告を行うものでございます。 

次のページを開きください。今回繰越を行ったものは２款総務費、２項総務管理費、職員用端

末機器更新事業。５款農林水産業費、１項農業費、産地パワーアップ補助事業及び９款教育費、

３項中学校費、清里中学校冷房設備整備事業の３事業でございます。総体金額につきましては４

億６千５３９万１千円であり、翌年度繰越額につきましては３億１千８３６万４千円でございま

す。未収入特定財源つきましては２億７千３３２万５千円であり、内訳としましては国庫支出金

４４８万１千円。道支出金２億５千９２４万４千円。町債９６０万円となってございます。一般

財源につきましては４千５０３万９千円となってございます。以上で説明を終わります。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」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、平成３０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５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７ 同意第５号、固定資産評価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。 

 

○町長（ 引政明君） 

ただ今、上程されました同意第５号、固定資産評価員の選任について、提案理由のご説明を申

し上げます。 

本件につきましては地方税法第４０４条第２項の規定により副町長であります本松昭仁氏を固

定資産評価員に選任いたしたく議会の同意を求めるものでございます。 

地方税法第４０４条第２項は、固定資産評価員は固定資産の評価に関する知識及び経験を有す

る者のうちから、市町村長が当該市町村の議会の同意を得て選任するとする規定でございます。   

なお、本松昭仁氏の経歴などにつきましては次のページに記載をいたしておりますので、ご参

照いただきたいと存じます。本松昭仁氏の固定資産評価員の選任につきまして満場でのご同意を

賜りますよう、よろし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５号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第５号、固定資産評価委員の選任については、原案のとおり同意することに

決定しました。 
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   ●日程第８ 議案第２１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第８ 議案第２１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（河合雄司君)  

ただ今上程されました、議案第２１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、本年１０月から始まる軽自動車税環境性能割の賦課徴収に当たり、その賦

課徴収については、当分の間北海道が行うこととなるため、非課税等の取り扱いについて北海道

が条例で規定する自動車税の環境性能割と同様の取り扱いとするための改正を行うものでござい

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。１ページは、主な改正の要旨及び概要。２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。最初に１ページをご覧ください。改正の要旨といたしましては、

軽自動車税環境性能の賦課徴収については、地方税法の規定により、当分の間北海道が行うこと

とされているため、非課税及び課税免除並びに減免の要件について納税者に混乱を生じさせない

ため北海道が条例で規定する自動車税環境性能割と同様の取り扱いとするため改正を行うもので

ございます。改正の概要につきましては表に記載のとおりでございます。 

２ページをお開きください。新旧対照表の左側、改正後の条例をご覧ください。第１５条の３

につきましては、当分の間課税免除の適用を受けるべき自動車は、町の規定に関わらず、北海道

が条例で定める自動車に相当するものとして町長が定める３輪以上の軽自動車とする旨、改正す

るものでございます。第２項につきましては課税免除の規定を受けるための手続き、その他必要

な事項は北海道における自動車税の環境性能割の課税免除の例によるものとする規定を設けるも

のでございます。第１５条の３の２につきましては、当分の間、町の規定に関わらず北海道にお

ける自動車税の環境性能割の減免の例により、軽自動車税の環境性能についての減免を行う規定

を新設するものでございます。附則につきましては施行期日を令和元年１０月１日と定めるもの

でございます。以上を提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。 

                              （「討論なし」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２１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２１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９ 議案第２３号 ～日程第１１ 議案第２５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第９ 議案第２３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日程第１

１ 議案第２５号、北海道町村議会議員公務災害保証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（伊藤浩幸君） 

 ただ今上程されました、議案第２３号、北海道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２４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並びに議案第２５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２３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を申し上げます。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きまして、議会の議決を求めるものでござい

ます。地方自治法第２８６条第１項の規定は一部事務組合がこれを組織する地方公共団体の数を

増減、もしくは共同処理をする事務を変更し、または一部事務組合の規約を変更しようとする時

は、関係地方公共団体の協議により定めるものとする規定でございます。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平成３１年３月３１日付で加入団体

の解散による脱退が生じたことにより規約の一部を変更するものでございます。それでは別冊の

令和元年、第３回清里町議会定例会審議資料の３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。別表第１、空知総合振興局の項中、北空知葬斎組合を、日高振興局の項中、日高

地区交通災害共済組合を、また十勝総合振興局の項中、池北三町行政事務組合をそれぞれ削除す

るものでございまして、カッコ内の数字につきましては、加入団体数の減少による変更でござい

ます。４ページをご覧ください。別表第２の９の項中、北空知葬斎組合、日高地区交通災害共済

組合、池北三町行政事務組合の３団体を削除するものでございます。３ページの附則につきまし

ては施行期日を定めるものでございます。続きまして議案第２４号を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２４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

規約につきまし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の規

定により規約の一部変更につきまして、議会の議決を求めるものでございます。次のページをお

開きください。本件につきましては、北海道市町村職員退職手当組合におきまして、平成３１年

３月３１日付で加入団体の解散に伴い、当組合から脱退が生じたことにより規約の一部を変更す

るものでございます。それでは別冊の審議資料５ページをご覧いただきたいと存じます。新旧対

照表より御説明いたします。別表（２）２号一部事務組合及び広域連合の表、空知管内の項中、
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北空知葬斎組合を、６ページの日高管内の項中、日高地区交通災害共済組合を、また十勝管内の

項中、地北三町行政事務組合をそれぞれ削除するものでございます。５ページの附則につきまし

ては施行期日を定めるものでございます。 

続きまして、議案第２５号を御説明申し上げますので、議案書にお戻りください。議案第２５

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、ご説明を

申し上げます。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

につきまして議会の議決を求めるものでございます。次のページをご覧ください。本件につきま

しても、加入団体の解散によります脱退が生じたことにより規約の一部を変更するものでござい

ます。別冊の審議資料７ページをご覧ください。別表第１中、地北三町行政事務組合、日高地区

交通災害共済組合、十勝環境複合事務組合、北空知葬斎組合を削除す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ございます。以上、議案第２３号から２５号までの３規

約の一部を変更する規約につきましての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。 

３件について一括して討論を行います。 

                              （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

これから議案第２３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２３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２４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２４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） 
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 これから議案第２５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２５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。 

 

●日程第１２ 議案第２９号  

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第２９号、清里小学校児童用パソコン購入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)  

ただ今上程されました、議案第２９号、清里小学校児童用パソコン購入契約の締結について提

案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、議会の議決に附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、児童用パソコ

ン購入であります。購入するパソコンは４１台で、オペレーションシステムの更新サポートが終

了することに伴い、入替するものでございます。これは清里小学校のパソコン教室に設置される

こととなっております。契約の方法につきましては、指名競争入札による契約であり契約金額は

１千３４５万８千８５２円でございます。なお予定価格につきましては１千４５８万７千２３６

円でございます。契約の相手方につきましては、清里町羽衣町２２番地、有限会社上本商店であ

り、納入期限は令和元年９月３０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） 

 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。 
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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２９号、清里小学校児童用パソコン購入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１３ 議案第３０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 議案第３０号、清里小学校教師用パソコン購入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)  

 ただ今上程されました、議案第３０号、清里小学校教師用パソコン購入契約の締結について、

提案理由のご説明を申し上げます。本件につきましては議会の議決に附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

は清里小学校教師用パソコンの購入であります。購入するパソコンは３９台でシステムの更新サ

ポートが終了することに伴い、入替するものであり、清里小学校の職員室に設置されるものでご

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１千４７万２千４３６円で

ございます。なお、予定価格につきましては１千１３９万６７４円でございます。契約の相手方

は、清里町羽衣町２２番地、有限会社上本商店であり、納入期限は令和元年年９月３０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） 

 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） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 
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 したがって、議案第３０号、清里小学校教師用パソコン購入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３１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 議案第３１号、清里中学校生徒用パソコン購入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)  

 ただ今上程されました、議案第３１号、清里中学校生徒用パソコン購入契約の締結について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得。また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あります。契約の目的は清里中学校生徒用パソコ

ンの購入であります。購入するパソコンは４１台でオペレーションシステムの更新サポートが終

了することに伴い、入替するものでございます。配置場所は清里中学校のパソコン教室になりま

す。契約の方法につきましては指名競争入札による契約であり、契約金額は１千２５８万６千２

１２円でございます。なお予定価格につきまして１千３５３万７千４７６円でございます。契約

の相手方は清里町水元町６番地、有限会社森崎総合燃料であり、納入期限は令和元年９月３０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） 

 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、清里小学校教師用パソコン購入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３２号 

○議長（田中誠君） 
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 日程第１５ 議案第３２号、戸籍システム更新機器購入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。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君) 

 ただ今上程されました、議案第３２号、戸籍システム更新機器購入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、条例の定め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、戸籍施設の更新機器購入でございます。更新の概要を御説明

申し上げます。戸籍システム機器につきましては、現在の機器の保守期間終了を迎えるため戸籍

データの保全管理を確実に行い、安全にシステムの運用を図るため機器の更新を行うものでござ

います。更新機器の内訳はホストサーバー２台を中心とし、端末用パソコン、その他周辺機器、

無停電電源装置、ネットワーク機器等一式、オペレーティングシステム、データーベースのソフ

トウエア一式となります。また機器の更新に伴い、戸籍システムの構築とデータの移行を行った

上で、納品するものでございます。契約の方法は随意契約であり、契約金額は１千３６７万８千

２００円でございます。なお予定価格につきましては１千４６５万８千８１８円でございます。

契約の相手方は、フジゼロックスシステムサービス株式会社公共事業本部北海道支店でございま

す。納期につきましては、契約の翌日より令和元年８月３１日を予定しております。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） 

 お諮りします。 

本件については討論を省略し決定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、戸籍システム更新機器購入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３３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 議案第３３号、長栄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。 

 



 18 

○産業建設課長（藤代弘輝君) 

 ただ今上程されました、議案第３３号、長栄橋補修工事請負契約の締結について御説明申し上

げます。本件は地方自治法の定めにより、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、長栄橋の長寿命化を図るものです。工事の概要についてご説明いたしま

す。本工事は橋梁の長寿命化計画に基づきまして、青葉地域の札弦川向道路、斜里川に架設され

ております、長栄橋の補修工事を行うものです。工場内容は橋梁上部であります、桁の塗装や床

版補修、橋面舗装となっております。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

６千６５５万円であります。なお予定価格につきましては６千７９８万円です。契約の相手方は

清里町札弦町４０番地、野村興業株式会社です。なお工期につきましては明年２月１０日となっ

ております。以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

本件については、討論を省略し決定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３３号、長栄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。 

 

○議長（田中誠君） 

ここで１０時４０分まで休憩といたします。 

休憩  午前１０時３１分 

再開  午前１０時４０分 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   ●日程第１７ 議案第２２号 ～ 日程第２０ 議案第２８号  

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第１７ 議案第２２号、清里町森林環境贈与税基金条例の制定から、

日程第２０ 議案第２８号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）までの４件

を一括議題とします。 
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   ●日程第２１ 町政執行方針 ～ 日程第２２ 教育行政執行方針 

○議長（田中誠君） 

日程第２１ 令和元年度町政執行方針並びに、日程第２２ 令和元年度教育行政執行方針につ

いて、一括して説明を求めます。 

最初に令和元年度町政執行方針について説明を求めます。町長 引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ～町政執行方針朗読～ 

 

○議長（田中誠君） 

 次に令和元年度教育行政執行方針について説明を求めます。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

～教育行政執行方針朗読～ 

 

○議長（田中誠君） 

 これより令和元年度町政執行方針の説明に対する質疑を行います。よろしいですか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 次に令和元年度教育行政執行方針の説明に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで令和元年度町政執行方針並びに令和元年度教育行政執行方針の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

ここで午後１時００分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２３ 一般質問 

○議長（田中誠君)  

休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第２３ 一般質問を行います。順番に発言を許します。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

それでは質問に先立ち、２期８年の実績をモット―に地域活性化、地域振興に向け果敢に３期

目の町政の舵とりに取り組まれる 引町長に敬意を表するとともに、その成果がしっかりと住民
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福祉につながることを期待するものです。 

それでは先に通告しております４項目について、ご質問を申し上げます。まず１点目として、

３期目の町政を担うにあたっての、重点施策の取り組みに対する基本的な考え方と、その方向性

についてお伺いいたします。今般、先に述べられました、町政執行方針で、町長はこの３期目と

なる４年間を、ある意味で過去２期８年間の実績を基に、まちづくりの集大成としていくとの強

い意欲を示されております。そうした強い意欲のもと、住民参加と協働・共創のまちづくりをは

じめ、５つの目標を掲げ、子どもからお年寄りまで、活力に溢れ、元気で健やかに暮らせるまち

づくりを進めていくための具体的な政策を実行していくとされているところでございますが、一

方では、清里町を取り巻く環境としては、町政執行方針でも述べられた通り、人口の減少、少子

高齢化、TPP１１をはじめとした国際的な農業を取り巻く環境の変化や、自然災害の発生、加え

て地域交通の確保や地域医療と救急医療体制の安定的な確保維持、さらには商店街をはじめとし

た商工業の低迷などの課題が依然として大きく残されていると認識するところであり、町長にお

かれましても、ある意味では共通認識にたたれているものと推察するところでございます。こう

した地域課題や行政課題を前提としたなか、３期目当選後の新聞紙上等のインタビューにおいて

は重点施策のなかでも、特に子育て支援への取り組みを重点化していきたい、そういう意欲を述

べておられるところでございますが、第３期の町政を担っていくにあたって、特に重点的に取り

組まなければない課題と施策をどのように捉えておられるのか、改めて所見をお伺いしたいと存

じます。 

２点目は、人口減少や地域経済が縮小する傾向にあるなか、なかなかそれに歯止めが止まらな

い現況化のもと、特に地域経済振興や雇用喪失に対する取組み。さらにはそれを支援、推進する

ための町の財政運営の基本的なあり方と方向性について、お伺いをいたしたいと存じます。 

現在の町内の経済状況をみる時、基幹産業である農業においては、農業者や関係機関のご努力、

さらには TPP１１やＥＰＡ協定対策に対応した厚みのある国の農業支援施策や日本型所得補償

制度の導入などにより、畑作地域を含めた全体的には、ここ１０年ほどで北海道の農業者の所得

は３割から４割上昇したといわれており、清里町においても今後さまざまな課題が想定されるも

のの、ある意味安定的な方向にあると認識するものです。 

一方、商店街や商工業の現況については、先にも述べたとおり、極めて厳しい環境が続き廃業

や営業休止等により、空き店舗が目立つなど、極めて深刻な状況にあると感じております。また、

新たな経済の起爆剤として、道内の多くの市町村で地域経済や雇用効果を生んでいる観光分野に

おいても、現時点においては清里町では地域経済に対する波及効果や、新たな雇用創出の面では、

まだまだこれからの課題として残されている。それが実態ではないかと捉えております。 

ここ２期８年間の間においても、具体的に例えば商工・観光の分野においては、新店舗出店支

援事業や地域振興券、プレミアム商品券、情報交流施設整備など、加えてまち・ひと・しごと創

生総合戦略事業での取り組みによっても、その出口がまだまだ見えてこない。そのように感じて

おります。そうしたことの要因の１つとして、町としての支援や推進の手法や、財政のあり方に

ついても、ここで一考することが必要ではないかというふうに私自身は感じております。 

交付金や補助金を主体とした政策のあり方の検証、事業の適時性や集中・集約的、機動的な財

政支援、短期的または緊急的な対策と、中長期的な視点や展望にたった官民連携による新たな事

業の掘り起こしや支援のための基盤を構築、さらには地道な仕事ではございますが、何より人や

物、人を動かす仕組みづくりと、人づくりや人材の確保に対する積極的な財政出動が、極めて現
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在重要と考えるものでございますが、町長の所見を改めてお伺いしたいと存じます。 

３点目は公共施設の運営管理及び各種公共サービス事情等における、指定管理委託事業等の見

直し評価と今後のあり方についてお伺いをいたします。現在、多くの公共施設が町の直営ではな

く、外部発注、いわゆるアウトソーシングによって行われているとともに、福祉事業を中心とし

た公共サービス部門においても、社会福祉協議会への委託がたくさん行われているものと認識い

たしております。事業の効率化と合理化や経費的な節減、専門性や特殊的な技能等を要するもの、

その活用による住民サービスの向上、民間雇用の創出等に結び付けるとともに、一方では職員の

定数管理という観点もあろうかと考えますが、総体として事業の効果と有効性がしっかり確保、

発揮されているのかまずお伺いいたします。また近年、役所がワーキングプアをつくり出してい

るという批判や、地方における人材確保の難しさ、加えて施設によっては職員と委託事業者の二

重構造的な現況などもあり、本来的な効果や有効性の担保がなされにくい状況が生じているとも

思われますが、それらの懸念は生じていないのかあわせてお伺いするところでございます。 

また、指定管理者制度については２００３年の地方自治法の改正により制度導入され、小泉政

権下、特に民活という観点の中で清里町もいち早くさまざまな分野で導入を行ってきたところで

すが、一定期間が経過するなか、個別的にはもちろんでございますが、総体的な見直しが必要と

する時期にいたっているのではないか、特に指定管理事業と委託事業の区分と住み分けはどこに

あるのか、また事業効果や雇用の面から指定管理から委託に。または直営に代えるべき事業が本

当にないのか、評価とその見直しの必要性について町長の見解をお伺いするものでございます。  

加えて、指定管理事業所の組織運営のあり方についても、事業の拡大や専門性、さらには運営

責任能力等の観点から、内部的なインナーだけの組織ではなく、広く外部的知見や、専門性を備

えた組織や役員体制を構築していかなければならないものが生じているのではないか、そういっ

た考えにたっておりますが、あわせて町長の見解をお伺いしたいと存じます。 

最後に４点目として、高齢者等の交通弱者対策及び新たな地域包括ケアシステムの構築と生活

支援についてお伺いを申し上げます。今回、私自身、多くの町民の皆さんとお会いし毎日の生活

や、まちづくりについてご意見をお聞かせいただくなか、特に高齢者の皆さんからは、一様に病

院や買い物に行く交通手段がなく、本当に困っているという訴えを非常に多く聞いてきました。

町長もご存じの通り、高齢者の方々が安心して暮らせる生活を支え、尊厳ある人生を送るには、

少なくとも医療、介護、予防、生活支援、住まいの５つの機能が必要不可欠であり、この５つの

機能を連続的で切れ目なく機能統合していくかが、地域包括ケアシステムのコア部分、中核部分

であり、人口過疎地域における交通弱者に対する支援は、生活支援のまさに骨格をなすものだと

考えております。対策の必要性と緊急性の認識についてまず町長の見解と、対策への取り組みに

ついての町長の所見をお伺いいたします。なお、町全体の地域交通システムの構築に向けては当

然今後計画づくりが行われると町政執行方針で述べられておりますが、既に実態的にお困りの高

齢者を中心とした交通弱者の皆さんに対する緊急的な対応を優先され、将来的に全体的な地域交

通システムとして統合していくという極めて現実的なアプローチを強く望むものではあります。

以上４点について町長の大変失礼ではございますが、完結なご答弁をお願い申し上げ、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。 
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○町長（ 引政明君)  

ただいま古谷議員よりいただきました、４項にわたるご質問にお答えを申し上げたいというふ

うに思います。 

まず１点目の３期目の町政担当に当たっての、重点政策への取り組み、基本的な考え方と方向

性についてであります。私はこの２期８年間町民の皆さんが本当にこの町に住んでいて良かった

と実感のできる、そんなまちづくりを推進するために公約として掲げておりました、５つの目標

とする各分野別の将来につながる施策や事業を重点に全力で推進してきたところでございます。

しかし今日的な地域課題、行政課題は国の政策や社会構造の変化によるものが多く、一朝一夕に

解決できるものではございませんが、今まで実施をしてまいりました、これらの施策や事業は着

実に成果が発現されてきておりますので今後においても必要とされる施策や事業を継続的に推進

していきたいというふうに考えております。またあわせて、人口の減少、少子高齢化。そして毎

年のように発生する自然災害への対応。TPP１１やＥＰＡ協定の発効による地域経済への影響。

ＪＲ北海道の単独では維持困難な線区としての釧網線の課題。消費の流出による商業環境の衰退

など、町の将来を左右するような課題や問題が引き続き山積をいたしております。こうした課題、

問題、少しでも解決することを念頭に今後とも全力で取り組んでまいる所存でございます。特に、

地域医療、救急医療体制の安定化は町民の皆さんの健康と命にかかわる最も重要な課題でもあり

ますので、必要に応じ対応策を切れ間無く講じていきたいと考えているところでもございます。  

またこの３期目におきましては町政執行方針の中でも申し上げましたように、住民参加と協

働・協創の町づくり。活力のある産業の振興、快適環境のまちづくり、健やかに暮らせる町づく

り。そして豊かな心をはぐくむ街づくりの大きな５つの目標を基本に子ども子育て施策をはじめ、

防災減災対策、産業経済の振興。移住定住対策、地域医療福祉介護の確保を重点施策として、町

民の皆さんの一人一人の夢や希望を大切にする。そして安全で安心して暮らすことのできる持続

可能なまちづくり。これに向けて議員各位そして町民皆さんの御理解と御協力のもとに全力で推

進してまいる覚悟でございます。 

次に２点目の人口減少及び地域経済の縮小傾向が進行する現況下、地域経済振興及び雇用創出

対策に取り組むための町財政運営の基本的方向性についてでございます。御案内のように本町は

明治３０年に開拓の鍬がおろされ、以来農業を基幹産業に有数の大規模畑作地帯として発展を遂

げてまいりました。一方、商工業におきましても、人口の増加による市街地の形成とともに、町

の顔としてかつ町民の生活を支える最も身近な買い物の場所として発展を遂げてきましたが、近

年は人口の減少、少子高齢化、ネット販売や大型スーパーの近隣市や町への進出。消費の町外流

出などにより、極めて厳しい状況に置かれていると認識をいたしております。こうした商工業の

現状を改善し次代に継承していくために、事業者、町、関係団体など、商工業に関わる人たちが

連携しながら本町の商工業の執行に向けて、ともに取り組み進めていくためのビジョンや方向性

を位置づけるために、本年２月に令和元年度から令和５年までの５カ年を計画期間とする、清里

町商工振興計画を策定したところでございます。計画の中では地域を支え、住民を支え続ける清

里町の商工業を目指す姿に商店街の活性化、産業の連携、商工業の支援。この３つの視点のもと、

具体的な事業の取り決めを進めることといたしているところでございます。特にこの５年間の計

画期間中に優先的に取り組む事項として１つ目の商店街の活性化では、ポイントカード事業の導

入。また核となっております、商店街のコミットの利活用。そして町中の賑わいある商店街づく

りのための空き店舗の活用支援についても取り組んでいくことといたしております。 
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２つ目の産業の連携では、観光分野、農林業分野との商工業の振興対策の繋がりとしての異業

種の連携による新商品の開発や景勝地から商店街に人が流れる仕組みづくり等にも繋げてまいり

たいというふうに考えている次第であります。また３つ目の商工業の業者への支援の関係であり

ますが、従前ともに実証してきております、中小企業融資制度または店舗の改修、さらには空き

店舗改修事業の充実。こうした事業の引き続きの取り組みを進めてまいる。そういう予定でおり

ます。さらには既存店舗の事業継承に係る支援政策などについても、後継者や担い手対策として

の人材確保の観点からも十分に検討を加えていきたいというふうに思っております。なお今後の

清里町の財政運営についてでありますが、これまで同様に健全財政の堅持を基本に運営をしてま

いりますが人口の減少、少子高齢化さまざまな課題に対応しながら進めてまいりたいというふう

に考えておりまして、清里町の商工業の持続的発展の可能なまちづくりを推進するために財政出

動を含め、必要な時期に必要な対応を講ずることを念頭に議会とも十分に協議をさせていただき、

そうした中で商工振興計画の実効性の確保に努めてまいりたいというふうに考えている次第でも

ございます。次に３点目の公共施設の管理運営及び各種公共サービス事業等における指定管理委

託事業等の見直し評価と今後のあり方についてでございます。３点がございまして、まず１点目

のアウトソーシングによる事業効果と有効性の考え方でございます。アウトソーシングによる事

業の考え方については全体とした民間の事業者が所有するノウハウを活用する。そして住民サー

ビスの向上やコストの削減につなげていくと、このためにこのアウトソーシングに関わる事業展

開をしているというふうに理解をしているところでありますし、なおかつやはり専門的な人材の

確保や地域の雇用につながる、そういう効果もあるものというふうに理解をしているところでご

ざいます。また人材の確保、さらには指定管理者との施設管理におけるさまざまな連携が必要に

なってくるわけでありまして、費用や業務内容における課題もときには出てまいります。また持

ち込み財産との所有権の区分など、指定管理者のスタート時にはですね、想定されていなかった

課題や問題も生じてくることも事実でありまして、軽微なものについては毎年の協定の中で整理

をさせていただいておりますが、基本的な課題に触れるようなものについては指定管理契約の締

結時にですね、議会とも十分に連携を図っているところでもありますし、当然、募集の段階にお

いても、そういう条件をしっかりと見据えた中で対応してきてるというような状況でございまし

て、少しでも懸念を解消するために税制を加えながら進めてきたいそのように考えている次第で

あります。 

次に２点目の制度の導入と運用の経過における評価見直しの必要性であります。本町において

は現在、８つの施設を指定管理により運営をしているところであります。制度の導入に当たりま

しては個々の施設の管理運営状況や法的な位置づけ、事業体系やサービスの向上、施設管理能力

などを中心に十分に検討を加えた上で、条例に定める指定管理選定委員会の審査を了し、且つ、

議会の議決をえて指定管理を行っている状況であります。また施設運用経過での評価見直しの関

係につきましては、担当主管の課において、日常的に指定管理者と連携協議する中、施設管理と

運営状況等について意見交換などの情報共有をしてまいりました。さらに毎年評価検証のために、

運営事業報告等のさらに事業報告などの資料提出を求めながら、指定管理者と連絡会議によりヒ

アリングの実施、さらには点検評価を行い必要があれば、改善指導を行ってまいっておりますし、

また各年度における年度契約の中にもそうした内容を反映をさせていただいているところでもご

ざいます。なお、当該施設の管理運営業務の実情が、民間の企業能力とノウハウにより、行政サ

ービスの向上と経費の削減に結びつく。そしてなおかつ雇用関係においても維持ができる。そう
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いうふうに判断される場合については、引き続き指定管理施設としての運用を図ってまいりたい

と思っております。ただし自治体として想定した内容と大きくかけ離れるような場合いにおきま

しては指定管理方式の見直しも含め最も効果的で効率的な管理運営方策を議会とも十分に協議を

した中で最終判断をしていきたいというふうに考えるところでございます。 

次に３点目の受託事業者の組織のあり方と外部知見や専門性の導入の関係であります。指定管

理者の組織につきましては応募の段階で申請資格を有しているものであれば私人や法人を問わず、

特に定めがあるものではございません。審査の段階で業務内容などから総合的に判断し、最も適

切と認められるものであれば選定の対象になってくるものでございます。指定管理機関はその組

織体系は維持をされなければならないものと判断をしているところでございまして、仮に内容が

変わるということになればですね、これも当然、両者の協議の必要性が生じてくるというふうに

考えております。また外部知見と専門性を備えた組織や役員体制のあり方でありますが、現状の

指定管理施設においては、それまでの必要性は把握をしていないところでありますが、今後業務

の高度化、質の向上などに伴って事業者において外部知見や専門性の構築が必要、必須要件と判

断されるような場合におきましては、指定管理の審査委員会においてこれはらの条項を応募基準

に加えることなどを持って、是正措置を講じてまいりたいと、そのように考えておりますのでご

理解を賜りたいというふうに思います。 

次に４点目最後でありますが、高齢者等の交通弱者対策及び新たな地域包括ケアシステムの構

築と生活支援についての御質問でございます。高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるように医療、介護、福祉が連携して必要とされるサービスを切れ目なく、提供

していくサポート体制でもあります。地域包括ケアシステムにつきまして少子高齢化が進み人口

減少による過疎化が進んでいる市町村にとっては交通弱者であります、高齢者等の交通手段を構

築することは喫緊の課題であることは十分に認識をいたしているところでございます。人口減少

により地域公共交通の利用者も減少の一途をたどり、ＪＲ、路線バス、タクシーなどの運営は利

用実態や経営収支の見通しのもとに適宜縮小されてきたのが現状ではないかと思っております。

しかし、これ以上の減少は地域公共交通の崩壊を招いてしまうと危惧をしているところでもござ

います。このような中、本町では清里町福祉サービス事業実施要領により、１１項目にわたる町

独自の福祉サービス事業を実施をしてきておりまして、この中に移動手段に係る事業として買い

物等の生活支援や町内の医療機関での院内介護を必要とする、ホームヘルプ事業。町内外の医療

機関への通院送迎のための送迎サービス事業。送迎サービス事業などで介護者がいなければ送迎

サービスを利用できないという場合の送迎介護サービス事業の実証してきたところであります。

また特定の疾病や障害により通院等が必要な難病者が通院訓練所等に要する交通費についても支

給をさせていただいているところであります。しかし昨今の高齢者ドライバーによる、痛ましい

交通事故が多発をしており、自動車運転免許を返納する方々も徐々にふえてきていることから、

移動手段を持たない高齢者などに対する、交通手段の確保支援が課題となってきておりますので、

現在、民間タクシーを活用した交通弱者支援対策について制度設計を進めているところでありま

すので、準備ができ次第、議会とも十分に協議をしてまいりますので御理解をいただきたいと思

います。なおこれらを通じながら、今後の地域交通システムにつきましても今年度中に、一定の

方向性を示していまいりたいと考えておりますので、その時点でまたご協議をいただくことにな

ろうかと思いますがこれにつきましても御理解を賜ります様以上、４点申し上げまして１回目の

答弁とさせていただきます。 
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○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

４点に渡る質問に対して丁寧にご答弁頂いて、まず感謝申し上げたいと思います。順番はちょ

っと逆にして、先に交通安全弱者対策から再質問をさせていただきたいと思いますが、喫緊の課

題だという形。その辺から最終的な準備が整え次第、この年度内に具体的な対策を講じて行くと

いうふうに理解しているか再答弁をお願いします。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

基本的にはですね。今、制度設計を進めているところでありますので、準備が出来次第、議会

とも相談をしていく、またそれが相整った段階では、多分予算は必要になってくるのではなかろ

うかと思っていますので、それらを含めて協議をしていきたい、年度内になんとか仕上げていき

たいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

ご答弁ありがとうございます。基本的には交通弱者対策の関係、全体的な町の町議における、

全体的な交通システムの構築と、別な観点からしっかりと、具体に申し上げますと、今般４月１

日から斜里バスの緑線が廃止になった。そういった中で地域住民説明会も行われてきてる。そう

いった中においてはしっかりと対応していくという、担当者の説明が地域住民になされている。

このように確認しております。さらに加えてあわせて今般小学校の全体的な統合に伴うなかで、

スクールバスが４台、その利用、登録制度によって利用できる形ですけども、現実的に例えば具

体的に申し上げますと緑地区の住民の方が、病院へ通院する、買い物に来る、スクールバスを利

用したとしても、帰りのＪＲは１１時３０分台、それはほぼ無理だ、それを逃すとほぼ４時台に

なってしまうというような実態。さらにスクールバスの利用については、夏休み・冬休みどうす

るのかというように、住民説明において、しっかりと対応するという中において、現在までそう

いったものが先送りされている現実の中において、住民の皆さんの不安は非常に増しているとい

うのが実態ではないか。今、町長がご答弁いただいたとおり、また自身として議会の中でしっか

りと議論させいただきたいと思いますが、地域全体の交通システム構築というのは当然大事なこ

とですから、年度内にしっかりとしたある一定のモデルをつくり上げて、議会と協議をしていた

だき、緊急性の伴う高齢者等の交通弱者に対する対応については、速やかにシステムを構築して

実態的な対応を、この場でもう一度再度ご答弁で確認させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  
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町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

清里町における地域交通体系の関係でありました。清里町にありました、路線バス、緑バスで

すね。これは元々スクールバスとの併用方式をとっていたものですから、都合のいい時間帯にな

かなか無かったということも事実かなとは思いますけれども、現状として斜里バスにおいて、緑

線の路線バスを運行されていたという状況の中に、今回緑の地域の小学校の閉校に伴って路線バ

スでなく、スクールバスでの通学ということに相成ってきたわけでありまして、これらの関係、

従前よりも３便。朝１便とそれから夕方２便と授業が終わってから、そういう通勤・通学体制に

はなっているところでありますが、現状問題、委員からお話がありましたように、時間帯の使い

方がなかなか難しいと、これも事実ではないかなというふうに思っております。 

スクールバスだけに限らずですね、ＪＲの鉄路もなかなかうまい具合に組み合わさってこない

というようなこともありますので、全体の地域としての交通のあり方、これはやはりある一定の

段階で明確にしていかなければならないというふうに考えているところでありまして、これらに

ついても年度内での対応を、計画作りをしてまいりたいというふうに考えているところでありま

す。ただ、そうした中に高齢者対策ですね、これらについては制度設計ができた次第で改めてま

たは協議をさせていただくということで、進めてまいる予定でおりますのでご理解をいただきた

いというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

全体的な答弁としては理解していきたいと思いますが、基本的な考え方の中において、本来で

あれば地域住民説明等の経過も踏まえた中において、過去において一般質問等の中において、地

域交通システムや高齢者対応については、議事録を調べてもほぼ４名の議員からですね、ここ数

年、何回となく質問を受け、そこで町長の回答は検討を進めます、検討進めます。しかも今回は

小学校の統合によって新しいスクールバスのシステムが導入される。さらに加えて斜里バスの緑

の路線が廃止される。そう実態を考えたときには、生活支援、高齢者に対する交通弱者に対する

生活支援の観点から、今もっとスピード感を持ってしっかりと対応すべきはですね、安心安全ま

ちづくりの基本にあるんじゃないか。こういった認識を持っておりますので、先ほど答弁いただ

いた通り、速やかに早い段階で検討を加えていただいて、準備が整い次第、具体的な対応につい

て議会に提案をいただきたい。この場で再度確認をさせていただきたいと思います。 

続きまして、１点目の３期目の重点施策のあり方について御質問を申し上げたいと思います。

おそらく５つの目標、この全てにですね、しっかりやっていきたいという御答弁をいただいて２

期８年にわたるものについても着実に成果が上がっているという答弁をいただいたというふうに

認識をしております。そうした中において、しかし依然としてさまざまな人口減少等の問題点と

いうのは残されているんだ。少子高齢化対策、支援災害対策、医療対策、救急、さまざま問題が

あるというふうにご答弁頂いたわけなんですけれども、その中の１点、過去の一般質問中おいて、

人口減少についてはこれらの施策を展開することによって、２期８年３期目の出馬に当たっては、
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２期８年間で１６０位の新しい事業に取り組んだというのは、そういった中身も聞いているとこ

ろでございますが、人口減少について、現在それらの施策によって一定の歯止めがかかっている

というふうに、現在も認識されているかどうか確認をさ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)  

なかなか難しい問題かなというふうに思っております。結果だけを見ると人口は減少をまだ続

けていると、これが実態でありますが、その減少の度合いをどう判断するかというところに、か

かってくるのかな２期８年の中で１６０はちょっとあれなんですが、１３０位でありますので、

それぐらいの新規事業を絡めた中ですね、事業展開をさせていただきました。それによって先ほ

どの質問にもありましたアウトソーシング、いわゆる指定管理。それから業務委託といろんな事

業の展開もされてきたわけでありまして、雇用の確保にも繋がっていった施設も相当数あります。

それらを加味していくと、相当その減少のスピード感がゆったりとしたものになったんではない

かなとは思っておりますけれども、ただ人口、清里町が掲げた人口ビジョンをもう既に下回りつ

つあるということも事実でありますんで、現象そのものには歯止めはまだかかっていないという

ふうに理解はいたしている次第であります。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

現状認識としては確か２年前の一般質問の答弁に対して、一定の減少に対しては歯止めがかか

りつつある、減少が緩やかになっているというお答えをいただいた中において、なかなか現状で

はそういった形にはなっていないという、再度の認識というふうに受けとめていきたいと思いま

すが、その要因・原因は何だという議論をしようとは思っておりませんが、ただここ特に２期目

の町政執行にあったては、子育て支援体制の重点化みたいな形の中で医療費支援の拡大、高校生

まで拡大をされていたり、保育所の幼稚園を含めた実質の無料化、給食費も無料化、今般、小学

校の統合に伴う、きめ細かな通学バスの対応ですとか、手厚い高校への地元の高校への存続のた

めの支援という形の中で、子育て支援に対する、それについては私も非常に賛同する、しっかり

とされてきたかなと思う一方、今般色んな部分で問題になっておりますけれども、高齢者等を含

めた中における年金問題が、金融庁で惹起しておりますけれども、その格差というものが、非常

に町内においても生じてきているんではないか。そういった観点にたったときに、今後第６次総

合計画の検討に入られるという部分ですけれども、当然いくつもの目標を見つけて、すべからく

いうことの立場はわかりますけれども、もう一度、現実的な当町における人口減少に歯止めがつ

かない実態、それから高齢者を含めたそういった生活の実態。加えて２０代・３０代・４０代の

働き盛りの方たちが、なかなか人口の厚みをつけていけない実態。そういったところにもう１回

しっかりと目を配っていき、現状の把握、課題の把握を再度しっかりやる必要があるんではない

か、一般論ではなくして、やはり当町における高齢化率が３６％を超えているという形の中、そ
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れから国民年金以下のもしくは生活保護の基準以下の中で、非常に厳しい生活をしている高齢者

の方々が沢山いらっしゃるという現実、先ほどの交通支援問題もそうですけれども、生活支援の

あり方という中において、どこに今、しっかりと手を差し伸べるべきなのか。どういった仕組み

をつくって行くべきなのか。そこを今、現時点においてどう捉えられているのか、再度ご答弁を

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)  

現在まで、様々な施策を展開をしながら推移を置いているところでありますが、基本的に少子

高齢化が大きく影響してきているんだろうなというふうに思っております。ご案内のように清里

町における１年間の出生の数というのは、大体２０から３０ちょい、今もう既に４０をはるかに

割り込んでいるという、そういう時代がしばらく続いております。それから高齢でお亡くなりに

なられる方も６０から７０近く、つまりは出生される人よりも、亡くなられる方のほうが、倍以

上の推移をしているというような、そういう人口構造になっていると。これが１つ大きな要因で

はないかなというふうに思っておりまして、しからばどういう対策がということになると、やは

りお子さんが沢山いれば、その部分が少し緩和されるということにもなっていきますので、やは

り子ども子育てを中心とする、そういう施策を重点施策としてやはり展開をしてきたというのが

実態でございます。ただ、ご指摘のようにそれを持ってしても、なかなか思うような成果は出て

きていないというのも事実でありまして、果たしてこれが経済的な理由なのか、またはそれ以外

のですね、さまざま健康問題だとか色んな理由があるんだと思いますけれども、どれが云々だと

いうはっきりしたポイントがなかなか掴みにくいというのも実情ではないかなというふうに思っ

ているところでありますので、今後清里町の今年度で切れます総合戦略。これは人口ビジョンに

基づく総合戦略でありますので、これの改訂版を今年度から作っていかなければならないと、そ

ういう時期にもなってきておりますのでそこら辺の要因、しっかりと分析をしながらですね、よ

り効果の出てくる、効果の表しやすい施策、そういうものを選択集中させ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。 

 

○２番（古谷一夫君）  

ただ今、町長からご答弁をいただいた、まち・しごと創生の総合戦略の案でのお話だと思いま

すけれども、既に国・政府はこの目標達成が極めて困難だ。もう一度この見直しをやるという形

で、すでに新たな指針案を示している状況にあるというふうに認識しています。ということは、

ある意味ではその国の言っている、まち・ひと・しごと創生の総合戦略のそのものをコピーライ

トした地域実態や清里の地域実態とか戦略化をしていくっていう意味合いの捉え方が、やはりも

う一度しっかりとうちの町の実態をキャッチングした上での戦略構築って形がなければですね、

しかもこれ一般的に言われていることですけども、大体ここ３年ほど、出生する子供達が１００
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万人を３カ月続けて割っている。そして子供の減少率が１番少ないのはどこかと。明らかに１千

４００万いるうちの子供達の１４歳までの人口のうち東京が１番多くて減少率が少ない。１０人

に１人は東京の子どもと言われている。何故か子供を産み育てる若い女性に対する対応が非常に

遅れているんじゃないか。具体的に言うと地域に働く場がない、地方に働く場がない。男性ばか

りじゃなくて、そういった子育て世代における共稼ぎを前提とした時に、女性たちが働く場、男

性が働く場、そういったものが全体的な地域の仕組みの中で、しっかりと構築されていないこと

が、地方がいつまでたっても人口減少の歯止めがかかっていかない。したがってある１つの施策

をやればという訳じゃなくて、まさしく総合戦略という形の中で謳ってるわけですから、もう一

度そこをしっかり再構築しながら新たな総合戦略の見直し。こういったものをやっていく必要が

あるのではないか。給付的、現物給付的な施策だけでは事は前に行かないとの実態ではないのか。

これは決して清里町だけじゃなくして、人口減少地域、少子高齢化地域、過疎地域においての共

通の課題があって、そこは後程の２点目の質問とも関連しますけれども、そこをもう１回新たな

総合戦略や新たに取り組む第６次総合計画の中に、謳い込んだり具体的な事業と施策としてやっ

ていく。その危機感がやはりもう少し欠けているのではないか、このように認識してところです

けれども、改めて町長の答弁をお願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)  

ただいまの件でありますけれども、総合戦略そのものはですね、まち・ひと・しごと創生法に

基づいて国が示した計画を北海道にも。北海道が示したやつを町村がつくるという、そういう仕

組みの中で１回目の部分は作られてきたというふうに理解をしていますから、掲げた項目、４項

目については全部、全国津々浦々、同じ項目を掲げてこの計画を遂行してきたというのが実情で

あります。ただ議員御指摘がありましたように、この計画そのものが今新たな展開をいたしてき

ておりますので、この中においてはですね、地域の実情に合う、より具体的で実効性のある計画

になるように、やはり地域としても今度は違うぞという部分で取り組んでいかなければ、国から

のコピーライズでそのまま終わってしまうというふうに我々も理解をしているところであります

んで、これは当然全体の清里町のまちづくり、いわゆる総合計画の中に流し込んでいかなければ

ならない計画として策定になってまいりますので、そこら辺を踏まえながら実効性のあるものに

していきたいというふうに考えている次第でございます。今回の東京一極集中を地方へという新

しい人の流れをつくることが根底の総合戦略でありますから、それを確実に実効性のあるものと

いう形になっていくもの。また地方としても受け皿となりうるべき、しっかり用意できるのかど

うか、ここら辺についても考えながら進めていきたいというふうに考えている次第であります。

以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  
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今の町長からご答弁いただいたとおり、見直しにあたってはしっかりとですね、その指針に基

づくだけではなくして地域の実態、現実というのを踏まえた中で具体的な施策、それから事業で

すね、もう少し進化させるような方向の中において進めていただきたい。委員会等の中で担当部

局から様々なお話を聞かせていただく中においてはどうもその辺ですね、事業の中身に対するも

み合い、地域実態の捉え方、非常に甘い部分があるのではないか。このように考えておりますの

で今、町長がご答弁いただいたとおり、しっかり中身そのものを指針ではなくして、具体的な施

策を展開する事業の中身のあり方そのものをですね、しっかり点検しながら新たな見直しを進め

ていただきたい。このようにこの場を借りてお願いしたいと思います。 

それでは経済振興と雇用、財政運営について質問をさせていただきたいと思いますが、先程、

町長は必要な時期に必要な対応をしっかり行なっていくんだというご答弁頂きました。まさにそ

の通りだというふう思っております。そういった中で具体的に随分と商工振興計画の中身につい

て３つの視点の中で５年間に渡ってしっかりやっていくんだというお話をいただいたところでご

ざいますが１点、現在までもファミリースタンプ事業、委員会の中でも色々質問させていただき

ましたけども、既に足かけ２年ないし３年休止されている。そういった中で消費そのものの町外

の流出が続いている。そしてそういった中において高齢者も含めた年金生活者も含めた、皆様の

中においては、消費マインドは極めて冷え込んでいる。そういった状況の中で必要な時期に必要

な対応という観点から考えれば、より速やかに具体的に言うと既に１０月には消費税８％から１

０％の改正。これはもう２年前の法律改正から見えていたことで、しかもキャッシュレスに対す

るポイント還元が行われていく状況。まさしくこれからの事業については、必要な時期へ必要な

対応でしょうけれども、こういった事業をしっかり見たときには果たして必要な時期に必要な対

応がですね、速やかにスピード感を持って、適時性を持ってしっかり事業者だけではなくして、

消費者である町民に対してもですね、行っているかどうか非常に疑問に思うところであって、今

後、委員会の中においては副町長からもし国の交付金や補助金はないにしても、しっかりと町の

財政的な負担で対応を行っていく。そういった覚悟でいるという答弁をいただいたところですが、

再度今後の流れについて、町長か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)  

商工振興の観点でございますが、基本的に今年度から５ヶ年計画という形の中でスタートをい

たします、商工振興計画に基づき事業を展開していきたいというふうに考えておりまして、その

中の１番のスタートに当たっての重点事業としてポイントカードシステムの導入が掲げられてい

るところでありまして、現在商工会の内部でこれらのポイントカードの導入に向けた具体的な計

画が立てられているところでありまして、できれば国や道のそういう支援をいただきながら、そ

こに町としての財政支援をいかに求めていくかというやり方で進めているところでございまして、

もう少し具体的に内容が詰まった段階では、また議会とも相談をさせていただきたいというふう

に考えている次第でもありますので、ご理解をいただきたい。私どもとしてはですね、いち早く

できるだけ早くですね、ポイントカードもそうなんですが、清里町は、やはりインバウンド観光

の人方も少しずつ増えて来ておりますので、やはりキャッシュレス時代に向けた、そういうもの
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との組み合わせがやはり必要になってくるだろうというふうにも考えておりますので、これらも

含めながらですね、全体としてのシステムが構築されるように進めていければということで、今

取り組んでいるところでありますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君） 

繰り返しになりますけども、必要な時期に必要な対応というふうに先程来、町長、申し述べて

いるわけであって、私がその中でお話したとおり、１０月から消費税が８％から１０％に改正さ

れる事は実は２年前の法律改正からわかっていた。その期間中に関しておいてファミリーカード

の関係がいろんなシステムのトラブルですとか、経過年数の中で上手くいかなくなった。そして

さらに今インバンドのお話もありましたけども、１０月からキャッシュレス、こういった中でポ

イント還元が行われていく。それに加えていけば子育て支援一定の所得制限をかけながらですね、

地域振興券がある特定の所得下層の人たち、子育て支援の人達に対して１０月１日から行わる予

定だ。さらには通常的なプレミア商品券、当初予算等の流れの中において今回の補正予算の中で

含まれているんでしょうけれども、１２月にきっと商工会は行っていく。そういった一連の流れ

だとか考えた時に必要な時期に必要な対応って形の部分での、町の財政支援のあり方や仕組みに

対する積極的な関わり方というものはどうあるべきか。まさしく町長が言われている必要な時期

に必要な対応、これがなされてないのが実態ではないのか。計画をつくりました、さあ始めまし

ょう。それはそれで是としましょう。ただ、そのタイミングや適時性や現実的な課題に対する認

識というものが非常に私は甘いんじゃないのかというふうに感じておりますし、あわせて商工振

興計画、全体の推進について果たしてそういった事業を全てやってきたマンパワーだとか、資金

というのはどのように担保されているんだろうか、非常に申し訳ないですけれどもここ何年かの

間、商工会の事務局長が非常に変わっていく。経営指導が欠員になったり変わっていくという中

で、事務局職員のそういったマンパワー、そして商工会役員の皆さんについても世代交代を図る

中、変わっていっている。そういった状況そう言った中において現実的に店を開きながら商工会

を脱退する方がいたり、さきほど町長、答弁の中で話していた通り空き店舗対策、こういったも

のが市街地におけるといっても、なかなか進んでないこの実態。そういった時にどういった仕組

みをもう一回構築してリポートしていくかって事についてはですね。もう１回違った観点の中で、

やはり仕組みというものをしっかりと構築していく。それを動かす人。ここにですね、中長期的

な観点から資金をしっかり投入していく。ある意味では協働的な異業種が連携するのであれば、

ある一定のファウンドとかを町が積極的につくりながらやっていくと。切り口、仕組み、人。こ

ういったことがですね、やはり非常にやはり今の段階では欠けているのではないか。したがって

作られた商工振興計画そのものについての実効性、実現性、それを担保する者は何か。もう一度

その観点からご答弁をお願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)  

ポイントカードの関係につきましては、現在商工会の中で制度設計をしているという状況であ

りますので、これは正式に上がってきた段階では町もその中にしっかりとですね、対応させてい

ただきたいというふうに考えておりますし、先ほど申し上げましたように、町のそれぞれのサー

ビス事業もポイントに置き換えてポイントの中に組み込み、そしてまちづくりにも合わせた中で

のシステムということも加味をしておりますので、そこら辺も含めた中でのですね、制度設計を

していきたいというふうに考えている次第でもございます。現在、担当のところでは一生懸命取

り組んでいる段階でありますので、ここでも一定の時間が必要なものは必要でありますからご理

解をいただきたいというふうに思っている次第でもございます。また全体のこの商工振興計画、

どういうふうに実効性を保っていくんだということでありますが、基本的に今回の計画の策定に

当たっても、商工会の事務局も、それから個店の方々も皆さん、この計画の策定に携わっていた

だいた方々でありますから、これに関わった、この計画の精神というのは常に商店の店主さんも

それから町の職員もまた商工会、また金融業界もこの中に入っていただいておりますのでそうい

う部分を含めてですね。精神は行き届いているだろうというふうに思っておりますので、そうい

う危機感を持ちながらですね、次代に繋ぐ商工業をきちんと構築をしていきたいというふうに考

えている次第でもございますし、またこれらの検証していくためのですね、組織についても、既

に検討されているということでございますので、ここら辺を踏まえながらですね、実効性の確保

を含めて計画的に進めていければというふうに考えている次第でもございます。今回の振興計画

の中の３つの方向性が示されてきているわけでありまして、一つ一つですね、丁寧に実行できる

ように鋭意進めていければということでおりますのでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

はい、残り時間がもうわずかになってきて、５分切りましたので。 

 

○２番（古谷一夫君）  

今、町長から精神的なものについてはしっかりと行き渡っているという話、経済とか雇用は精

神論じゃないんですよ、失礼ですが。具体的な仕組みとか、それを動かす人であったり、それが

実態なんですよ。過去においても商店街の皆さん、商工会の皆さん、大変な時期だから、何とか

皆力を合わせて町や異業種交流、色んな形の中でしっかりやっていこう。それはもう過去におい

ても精神的なものについては皆さん共有された。ただ、それを具体的な計画ができた段階でどの

ようにお金と人、仕組みの中で実態的に物事を作り上げていく、それがなければ精神論じゃ前に

行かないじゃないですか。そこをしっかりやるというのが行政本来の役割であって、精神が行き

渡っているからというのはですね、答弁そのもの自体がですね、やはり現状認識に対して非常に

甘いんではないか。これを申し上げておきたいと思います。 

最後時間がありますので、指定管理については細かく述べていきませんけれども、やはり行政

処分としての法律的には指定管理制度。例えば具体的に申し上げると、もう時間がありませんの

で例えば法律的な考え方でいくと、道路法と現在行っている清里町における道路橋梁の指定管理

が本来的に極めて初期導入でやってきたから、拡大解釈的な部分で進んできたという経過の中に

おいて、委託事業と指定管理者に受託される事業と差異がどこにあるかと、ほとんど見えなくな

ってきて大型の、今回も補正だと言いますけれども大型の重要的な補修ですとかについては町の
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予算でせざるを得ないだとか、小さなものについてはある一定の幅の中でやる。もう一度本当に

そういったものが有効性としですね、しっかり機能しているのかどうか。２００３年ですから、

すでに１６年ほど経過した中において個別的なことも含めながら、総体的な事も含めて指定管理

がしっかり機能しているのか。それから福祉事業等、介護事業等においては歳入を町の歳入、雑

入ですとか、色んな収入やっている。本来指定管理の制度の中においては、歳入を指定管理事業

者に入れながら、全体的なコントロールを運営コントロール、そういった趣旨を当然導入できる

形でやってきたものが、現時点においても新しい施設も含めてやっている。さらには評議員会や

またはその理事者ら理事という立ち位置、例えば赤字になった場合の補填責任、今までの経過を

見ると、ほぼ町が何らかの形で支援をせざるを得なかった。特に普通一般企業であれば、社団で

あろうが福祉法人であろうが、理事者責任において銀行借り入れ等を担保に入れておこした、そ

の中に改善を行ったあとですね、債務負担として行政側の支援を受けている。責任能力そのもの

の考え方、その根本についてですね、今どうのこうのと言う具体的な事は申し上げませんけれど、

やはり一定の経過の中において、しかもそれらの事業施設が大型化して、当初想定した規模では

ない、地域サービス福祉サービスだけでなくて、施設の管理運営で５億とか何億の億単位のもの

が沢山出てきている。しかも施設が老朽化してきている現状の中で、今回の補正を見ても極めて

修繕的な補正が多くなってきているという現状の中において、どうあるべきかというのはやっぱ

り根本的に、個別的相対的に見直していく、その方向についてですね、ぜひともあるべき物につ

いてはしっかりやっていくと、町長先程の答弁頂いたわけですけれども、その辺について再度確

認を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)  

まず最初の件でありますけども、商工振興計画の実効性の関係であります。それぞれ計画の中

には具体的な施策が盛り込まれておりますので、それらを一つずつ丁寧に仕上げていきたいとい

うふうに考えている次第であります。また具体的な財政出動が必要になってきた分、しなければ

ならないようなものについてはしっかりと議会とも連携をさせていただきたいというふうに思っ

ております。それから指定管理における制度の導入と見直しの関係でありますが、基本的に指定

管理のそれぞれの要件がありますから、その要件にはめながら今までも運営をしてきたところで

ございますので、これの部分で抜本的に内容が変わってきたというものがあればですね、しっか

りと評価をしながら適切に今の制度をどう運用していくかという部分を含めて、検討していかな

ければというふうに考えている次第でありますが全体としてはですね、今のところ、何とかやり

きりながら来ているかというふうにも思っておりますので、今の姿を一定に保ちながらですね、

方向性も探っていければなという思いでおります。必ずしも全ての案件がすべての事項が、今の

制度の中にしっかりと落ち込んでいるかということになると、やはり個別課題が結構あることも

事実でありますから、そこら辺は少しでもそこら辺を是正をできるものは是正をしながら今後に

繋げていけるように、しっかり管理運営をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解をいただきたいというふうに思います。 
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○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

最後になりますが、今町長からご答弁頂いたとおりですね、しっかり管理運営にあたっていた

だきたい。あわせて４つの観点について、町長からある意味では前向きなもの、しっかりともう

一回見つめ直してみたい、評価していって仕組みづくりについてもしっかりやっていきたいと答

弁をいただいたというふうに受け取りますので、それを支えるのはやはり職員の皆さんですから、

しっかりと町民説明が果たせるような中身の事業経過。そういったアカウンタビリティに対する

責任というものを議会に対してだけではなくして、町民に向けても、個々の町民、正規職員ので

すね責任でしっかりやっていただきたい。やはり何と言ってもこの地域を引っ張っていくのは、

職員の皆さんです。職員の皆さんの力量と熱意というものが、やはり町を変えて行く。このよう

に感じておりますので、ぜひともそういった方向の中ですね、前向きに町長が掲げている５つの

目標に向かって、しっかり一つ一つ丁寧に町民に対する説明責任を果たしながら進めていただき

たい。そうお願いして私の一般質問を終えたいと思います。答弁求めません。 

 

○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１４時１５分まで休憩といたします。 

 

休憩  午後 ２時  ６分 

再開  午後 ２時１５分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩前に引き続き会議を開きます。 

続けて一般質問を行います。次に、岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君）  

改めまして岡本英明でございます。今回私は小中一貫教育についてと、学校における防犯対策

の２点について、教育長にご質問させていただきます。 

まず１点目でありますけども、小中一貫教育についてであります。近年、清里町の教育環境も

大きく変化しています。平成２９年度末で緑町小学校、平成３０年度末で光岳小学校がそれぞれ

長い歴史に幕を閉じ、清里小学校に統合されました。このことにより、中学校と同様に小学校も

町内１校となり、清里町が導入の検討を始めた小中一貫教育を推進していく環境が整ったのだと

思います。今年２月に開催されました第２回清里町教育委員会協議会に小中一貫教育推進基本方

針の素案が示され、４月に開催されました第４回清里町教育委員会会議で基本方針と清里町小中

一貫教育推進協議会設置要綱の制定が決定されました。今後は清里町小中一貫教育推進協議会等

で議論を重ねられ、具体的な内容を決めていくこととなりますが、小中一貫教育を導入すること

でどのような教育的効果があるのかお伺いいたします。 

もう１点、学校における防犯対策についてお伺い致します。児童生徒が被害者にあう事件・事

故が発生するたびに、マスコミが大きく報道し各種対策が講じられてきました。先日も神奈川県
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川崎市では多くの児童が死傷する大変凶悪な事件が発生しました。さらに登下校中の児童の列に

車が突っ込むと言った事故の他、声掛け事案や猥褻事案なども発生しています。このような中、

本町でもさまざまな対策が講じられていると思いますが、実際のところを防犯対策、指導がなさ

れているのか実態についてお聞かせいただきたいと思います。以上２点について最初の質問とさ

せていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君)  

ただいまの岡本議員よりご質問いただきました教育環境の整備関係ということでお答えをいた

します。まず１点目の小中一貫教育についてでございます。少子高齢化を始めとして、社会情勢

が大きく変化している中、今学校では全国的には、いじめ、不登校、そして学力や体力の低下、

中１ギャップといった問題が顕在化してきております。こうした課題に対応するために国では中

央教育審議会において研究協議を進められまして、平成２８年には学校教育法の改正が行われ、

義務教育９年間を一貫したカリキュラムで運営する義務教育学校が法的に位置づけられました。

これを契機として小中一貫教育の導入が全国的に広まってきたわけでございます。本町では先ほ

ど岡本議員おっしゃった通り、本年４月小中一貫教育推進方針、推進基本方針を定めまして２年

後の令和３年度にこの小中一貫教育を導入する方向で検討を始めているところでございます。こ

の制度の導入の必要性につきましては、いろいろとございますけども、教育内容や学習活動の質

的、量的充実への対応。子供たちの身体的発達の早期化等への対応。生徒指導や学習指導上の問

題への対応。学校現場の課題の複雑化、多様化。さらに教職員の指導力向上への期待ということ

が背景としてございます。また清里町におきましては、これまで培ってまいりました小中高校の

連携の取り組み、これがより充実したものとなること。いじめや不登校等といった課題、本町に

おきましては他と比べて深刻な問題ではないにしろ、そういった問題の課題。また９年間見通し

た連続性のある指導を行うことができること。いわゆる中１ギャップと言った課題に対応するこ

とができるというような効果が見込まれるということで、導入を目指しているところでございま

す。 

続いて２点目の学校における防犯対策についてであります。先ほどお話あった通り、先日発生

致しました児童を含む多くの犠牲者を出した殺傷事件。まだまだ記憶に新しいところだというふ

うに思います。過去には校舎に侵入して児童を殺傷するといった事件も実際起きているところで

す。さらに児童生徒が交通事故の被害者となる場合や、猥褻事案も後を絶たないというのが実態

であります。このような中、本町では学校のみならず地域が一体となり児童生徒の安全確保に努

めているところでございます。この中で防犯対策に関しまして申しますと、学校におきましては

斜里警察署のご協力によります防犯教室の実施。登校終了後の学校正面玄関、清里小学校正面玄

関の施錠。不審者情報の周知。集団下校体制、何かあった場合の集団下校体制の確立とその訓練

の実施。各学級、職員室にはさすまたを配置しております。これらを実施しておりまして、学校

としての体制の確立と児童生徒が自らを守るための指導。こういったものを行っております。ま

た行政機関や地域のご協力により行われております対策といたしましては、各保育所、幼稚園、

小学校の新入学児童等への啓発資材を配布しておりますし、また新入学児童に対する防犯ブザー
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をランドセルと一緒に配布をしております。また住民との連携によります、子ども１１０番の家

この登録とステッカーやのぼりを配布しているところでございます。以上子どもたちの安全確保

のためには学校だけでは当然不可能でありますので、地域や保護者と協力をしながら対応してい

く必要があるというふうに認識をしているところでございます。以上１回目の答弁とさせていた

だきます。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君）  

ありがとうございます。今の答弁ですね、この制度のメリットについて御説明いただきました

が中学校入学時に起こりやすい不登校などの問題をなくしていくために、小学校の段階から少し

ずつ児童を中学校の雰囲気に慣らしていく機会を作っていくことや教職員同士の交流が深まり児

童生徒に関する情報を共有することができるなど、学習指導におけるメリットのみならずですね、

生徒指導においてもメリットが色々あると思います。しかしながら現実的には、学習指導要領に

定められたカリキュラムに沿った指導を行いながら小中一環教育を推進していくことは、先生方

の負担も増えてくる事が予想されますが、この点に関してはどのようにお考えになられるでしょ

うか。お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君)  

ただいまの小中一貫の関係でございます。小中一貫教育を行った場合ですけども、新たに小中

合同での授業を新たに行ったりとか時数が増えるという、単純にそういうことではないというふ

うに理解をしています。小中一貫教育は、小学校と中学校が先ほど申し上げましたけども、とも

に児童生徒の義務教育９年間、これを見通した教育の目標を共有していくということ。学習指導

ですとか生活指導を行うこと、中学校の先生が専門性を生かして小学生を教えたり、学校行事を

既存のものを合同で行ったりと、あるいは先生方もですね、合同でいろんな研修行ったり情報交

換をしたりということで、実施できるものと考えております。したがってこの制度が導入されま

して、定着をすれば過度に教員への負担はないものというふうに考えているところでございます。

ただこの小中一環教育について、本町については環境的に清里小学校清里中学校とある訳ですけ

ども、施設はまだまだ今後も既存の施設を活用していくことを基本としております。したがいま

して、この小中一貫教育の類型としましては施設分離型と。離れた校舎での実施という形になっ

てくると思います。そんなことでですね、当然物理的な負担。中学校の先生が例えば小学校に行

ったりとかですね、その逆があったりとか。生徒がたまに移動したりするようなことがあれば、

それは当然移動の時間が必要になってきますので、そういった物理的な負担は一部生じることも

想定をされますけども、こういったことを含めまして、今後この中身につきまして、どういった

ことをやるかにつきましては、現場の先生方にできるだけ負担のないように、そういったことで

この一貫制度を入れることのメリットをですね、最大限生かして本町における小中一貫教育を行
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っていきたい。中身の検討はこれからなわけですけれども、上からこれをするあれをするではな

くて、現場からのですね、先生方の意見を聞いてボトムアップによりまして制度設計をしていき

たいということが必要だというふうに考えているところでございます。そのために、これから具

体的な内容の検討に当たって、組織するため設置をいたしました清里町小中一貫教育推進協議会、

このメンバーの中には学校の校長先生、教頭先生も入りますが、一般の先生方にも入っていただ

きまして、色んな検討をしていきたいとそういうふうに思っておりますし、そういったメンバー

含めてですね、研修も行っていきながらやっていきたいと。すでに町の先生方で組織しておりま

す清里町学校教育振興会という、そういう研修する機関があります。そこでも従来から、小学校

中学校一緒にいろんな研修が行われておりますので、そういったところで調査研究ですとか、具

体的な内容の検討をしていただくと。さらに既にコミュニティースクール制度ですね。学校運営

協議会というのが本町の場合は小学校と中学校一体で組織されております。昨晩もその運営協議

会があったんですけれども、そのコミュニティースクール制度を活用しながらその中のメンバー

として入っています地域の住民の方。あるいはまちづくり関係の団体の代表の方ですとか、保護

者も入っていますので、そういった方々に説明をしながらこの制度の理解を進めていきたいとい

うふうに考えているところでございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君）  

ご答弁ありがとうございます。現場の先生方の意見というものも当然重要になってくると思い

ますし、学校が当然わかれているわけですから、難しい問題も多々出てくると思いますけども、

先生方にとっても生徒たちにとっても、有効で魅力的な制度になればなと思っておりますので、

単に学校間の往来だけではなくて、色んな事を合同で体験できるような機会なども先ほどおっし

ゃられておりましたけれども、コミュニティースクールなどを活用して行っていってもいいのか

なと思いますし、また中学校の部活動の見学や体験などの取り組みなども面白いのではないかな

と思っております。この９年間ですね、子供たちにもいろんな経験を通じて成長していってもら

いたいと思いますし、その過程で自分なりの目標も見つけて行ってもらいたいなと思っておりま

す。 

もう１点なんですけども、小中一貫教育の取り組みの１つとして小学校高学年における、教科

担任制があります。これは小中一貫教育のみならず、文部科学省が検討を始めているところであ

りますけども、小学校では来年度より、本格的に英語の授業が始まるなど、学習活動に量的質的

な充実が求められているわけでありますけども、教科担任制はより専門的な指導を行うことがで

きるだけでなく、先生方の負担軽減にも繋がると思いますが、清里町として導入していくお考え

はあるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君)  
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この制度、当然あの子供たちのためにということで、将来見越して導入をしていくわけですけ

れども、当然先生方にとっても負担がなく、また先生方の指導力の向上にも繋がるような、そう

いった魅力のある制度設計をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。それ

からただいまご質問いただきました内容ですけども、教科担任制ということですね、小中一貫教

育の場合、教科担任制というだけではなくて、中学校の先生が先ほど申し上げました、小学校に

おいて自分の担当する専門の教科を指導するという場合なども想定されております。現在におい

ても清里小学校ではですね、体育の授業すでに専門の教員を配置しまして、体育専科の指導、教

員を配置して行っておりますし、その他理科や音楽も一部専任の先生が、担任の先生以外の専任

の先生が各学年を指導を行っているところでございます。小学校におけるこの教科担任制につい

てはですね、議員おっしゃったとおり、その学習の量的質的な充実というところを図るだけでは

なくてですね、子供が先ほど申し上げましたように、思春期が早期化しているという中、複数の

先生は担任の先生だけじゃなくて複数の先生が多面的に児童の指導に当たるといったことでもで

すね、効果があるというふうに考えております。さらに１人の先生が特定の教科に集中して準備

をして授業を行うということができますので、効率的でより中身の濃い、充実した学習活動を展

開することも可能となりますし、担任の先生が全てやることになると、一人の先生がいろんな教

科の準備をしなければならないと。先生の負担も結構あるわけで、そこの解消にも繋がるという

ふうに考えられます。このように小学校における教科担任制についてはですね、さまざまなメリ

ットがありますけれども、現行の学級担任制についても、逆に児童の学力ですとか、生活上の課

題など、継続して総合的に見ることができますから、そういった面では担任のきめ細やかな指導

が出来ているというメリットもあるわけでございます。今後、国の方では小学校にもその教科担

任制は小中一貫に関わらず導入を進めてくるというふうに聞いているところでございます。いず

れにいたしましても、小中一貫教育を推進するに当たりましては先程も申し上げましたけども、

現場の先生方十分取り入れた中ですね、そういった教科担任制なども含めてできるだけ先生方の

負担も感じさせないような手法でやっていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いた

だきたいというふうに思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君）  

ご答弁ありがとうございました。教科担任制、中学校は当然教科担任制なんですけれども、小

学校高学年にも、先ほど体育、理科等の部分で導入されていると。当然中学校に上がれば、その

制度になるわけですから、高学年のうちからその制度に慣れていくという部分でも導入を前向き

に検討していっていただきたいなと思っております。いずれにいたしましても小中一貫教育導入

に当たりですね、現行の制度よりも当然良いものになっていかなければならない、意味がないと

いうことであると思います。あくまでもこの９年間を子供たちが大人になるための大切な準備期

間であると思います。生徒たちにも自分自身の目標に向かって頑張っていってもらいたいですし、

勉強でもまたスポーツでも努力している生徒の姿を小中学校の先生方が１つになって、応援して

行けるような制度になるよう願っておりますので、今後とも良い制度になるよう、協議の方進め

ていってもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で小中一貫教育の質問は
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終わりたいと思います。続きまして防犯対策について再質問いたしたいと思います。防犯対策に

ついても、いろいろな取り組みが、先ほど答弁ありましたけども、あれの中で不審者情報の周知

に関しましては保護者住民への速やかな情報提供によって危機意識を高めることが大切になって

くると思います。住民による不審者に対する監視の目という効果にも繋がってくると思いますの

で、この情報共有という部分で今後とも速やかな対応の方をよろしくお願いいたしたいと思いま

す。また学校内での防犯対策で、さすまたの設置がございます。これ以前、大阪の池田小学校で

起きた事件をきっかけに、配置されていると思うんですけれども、万が一のためにもぜひ今現在

催涙スプレーを置いている学校も増えてきているそうですので、この部分をですね、ちょっと物々

しいものになるかもしれませんけども検討していただけないかと思いますけれども。その辺に際

しましてお答え頂きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君)  

先程の小中一貫の関係で申し上げますと、当然今よりも子供たちにとってですね、スムーズに

この小中と教育が受けられる、そういったシステムということで、先を見越して導入をしていき

たいと思っておりますので、当然、今現状を上回るそういった教育指導ができるようにというこ

とを心がけてまいりたいというふうに考えているところでございます。それから防犯対策につい

てということで、色々と防犯対策につきまして、先ほども若干申し上げましたけども本町におき

ましても対策をとっているところでございます。先ほど申し上げましたコミュニティースクール

ということで昨日も会議があったわけですけれども、その中でも子供たちに対する見守りをです

ね、そういったこの組織の中でできないだろうかというお話もありまして、一部ある程度、最初

日にちを決めて関係する団体の方に出ていただいて朝、そして下校時に通学路に立って見守りを

しましょうというような話が今も進んでいるところでございます。また防犯用の備品の配備とい

うことで先ほども申し上げました、さすまたについてはですね、各教室に配備しているところで

ございますけれども、なかなかそういった対策備品整備が必要になるのかというところはですね、

非常に難しい部分があろうかと思います。先ほど御指摘というか、おっしゃっていただいた催涙

スプレーというものもですね、そういった暴漢の撃退には有効かというふうにも思いますけども、

スプレーが子供たちにもしかかってしまった時に、どんな影響があるのかというところも若干心

配なところはありますので、そういったことも含めて検討して少しでも効果的なものはないかど

うかというところもですね、学校とも相談しながら配置できるものは配置していきたいというふ

うに考えております。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君）  

ありがとうございます。私も催涙スプレー１番不審者が入ってきた時に、目を行動範囲を失わ

せるという意味では、１番効果的なのかなという気もしておりますが、先ほど教育長もおっしゃ
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られたように、子供たち変な所に置いておきますといたずらする可能性もありますし、また子供

たちの目に入った場合の対応というものがあるとは思いますけども、不審者から先生方も子供た

ちの命を守るということが最優先ではあるんですけども、それに立ち向かう先生方の安全確保も

大事になってくると思います。先生方も不審者を取り押さえるということまで、多分なかなかい

けないと思いますので、警察が駆けつけるまでの間、先生方には何とか対応していただかなけれ

ばなりませんので、より有効な手段があればさらに検討していっていただきたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。それとですね、安全対策ということでもう１点。交通安全対策に

ついてもお伺いいたしたいと思います。交通安全もですね、どんなに注意を払って交通ルールを

守っていても、暴走車などの事故に巻き込まれることがあります。そのような中、児童生徒自ら

が交通ルールを巡視すること、交通マナーを身につけることは大変重要でありますけども、幼少

期における徹底した指導が必要と考えておりますが、現在どのような方策を講じられているのか

お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君)  

教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君)  

はい。交通安全面の対策ということでございます。最近車の誤操作ですとか、居眠り、飲酒、

無謀運転というような、そういった事故のニュースが絶えないところでございます。児童生徒も

歩行者として、そういった被害に遭う危険もありますし、また自転車などに乗っている時もです

ね、そういった事故に巻き込まれるということも想定がされるわけでございます。したがいまし

て、子供たち自身がですね、この交通ルールをしっかりと理解をして守ること。そして日ごろか

ら安全を確認する、身を守るための安全を確認するといった習慣を身につける必要があるという

ふうに考えているところでございます。学校におきましてはそういった対策といたしましては、

春に自転車の乗り方、走行訓練の実施を行っております。それから道徳の授業ですとか、日常的

にも交通マナーの指導をしたり、新入学時期においては教職員、朝、立って街頭指導を行ったり

ですね、横断歩道の渡り方を指導したりとか。それとスクールバス、４月からは便数も増えてき

ましたので、乗降の仕方の指導をしたり、ＰＴＡにもご協力をいただいて、登下校ルートの安全

点検などを行っているところでございます。さらに学校だけでなくて、行政機関ですとかそうい

った関係機関、御協力をいただきながら御承知のとおり、年６回交通安全指導員さん、交通安全

期間中にですね、通学路の見守りを行っていただいておりますし、斜里警察署や交通安全指導員

の方と連携する中ですね、保育所、幼稚園小学校まで出向きまして、またそういった専門の方か

らの交通安全教室も実施しています。その他、子供たちの街頭啓発ですとか、自治会などとも連

携しながら交通安全旗を掲揚したり、スクールバスの乗降所、町内各地にありますので危険と思

われるようなところを、できる限り少なくはしておりますけども、注意を喚起するためののぼり

を設置したりもしております。それからこないだの事故もあったんですけども、保育所なんかの

ですね、幼稚園、散歩をする経路通路ですね、ここも警察の方に協力いただきながら、その危険

な場所を確認するというようなこと。そしていろんな交通安全防犯協会、交通防犯協会によりま

してグッズがあります。傘ですとか帽子などの交通安全グッズの配布が行われているというとこ

ろでございます。そういったことで、学校そして地域、関係機関の御協力をいただきながら、そ
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ういった事故防止、交通安全対策ということで実施をしているところでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君）  

答弁有難うございます。交通安全の部分でも色々とご紹介していただいた中で沢山の取り組み

がなされていますけれども、どれも大切で効果のあるものだと思っております。特に交通安全指

導員による通学路の見守りはですね、車を運転していても改めて安全意識が高まりますし、子供

たちにとってもですね、守られている安心感にも繋がっていると思っております。交通ルールを

守ることが安全確保の第一だと思いますけれども、事故の可能性を少しでも少なくしていくため

にもですね、運転手から見た児童生徒の存在を認識してもらうことが大切だと思っております。

暗くなってからの自転車での下校。小学校より中学校、高校生の生徒が多くなってくると思うん

ですけども、私の地域、向陽地区。農家の住宅の周りはほぼ街灯がない状態でありまして、夜に

なると真っ暗であります。明かりはですね、家の窓から漏れ明かりだけという状態であります。

子供の安全の確保。交通安全の部分もありますけども、防犯という側面もありますので、もし検

討していただけるなら街灯やまた電柱に簡易的につけられる防犯灯のようなものもあると思いま

すので、設置の検討をですね、前向きにしていただけないかなと思いますので、この辺よろしく

お願いいたしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君)  

通学路、特に夜間の安全確保というところでございます。これにつきましては従来から小学校、

中学校のＰＴＡの方々含めてですね、ちょっと暗い部分があるというようなことをですね、御意

見もいただいてきているところでございます。そんなことで、教育委員会といたしましても学校

とも協議しながら、また町の交通安全担当、防犯と街灯の設置につきましては、町の交通安全等

の住民活動の方でやっておりますので、そういった担当者等も含めてその都度、点検をしてきて

いるところでございます。岡本議員のお近くの方ということで、１線道路につきましても何年か

前にＬＥＤ化に伴って数を増やしてだいぶ通りを明るくしてきたところでございますし、他の部

分についても学校の周辺ですとか、暗いところがある場合は現場を確認し、改善はしてきている

ところでございますけれども、なかなかそういった街灯の設置につきましては設備の部分、電気

代等ということもございますので、そういったことも含めて。ただ危険な箇所についてはですね、

しっかりと防犯の面でもカバーをしていきたいというふうに考えておりますので、今後におきま

しても十分学校並びに地域の方とも協議しながら進めていきたいというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 
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○１番（岡本英明君）  

御答弁ありがとうございます。私ももう家には子どもはおりません。嫁と犬と暮している状態

なんですけれども、１線道路は本当に何本もあるんですよね。それから東側と言いますか、本当

に農家のまわり地域のことばかり言うのもあれなんですけども、何かあってからではたぶん間違

いなく遅いと思いますのでぜひともですね、この辺前向きに子供たちの安全確保のためにもよろ

しくお願いしていきたいと思います。これ町長にもこの街灯の部分、もし積極的に取り組んでい

ただければ、御答弁は頂かなくて結構ですので、要請しておきたいと思います。よろしくお願い

します。私も今日初めての質問で自分でも驚くほど緊張致しまして、なかなかご迷惑かけたかな

と思いますけれども、また今後ともですね頑張って質問していきますので、今後ともまたよろし

くお願いしたいと思います。以上で私の一般質問を終了させていただきたいと思います。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。 

 

   ●議案第２２号 提案説明 

○議長（田中誠君)  

すでに上程されております、議案第２２号、清里町森林環境贈与税基金条例の制定について、

提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君)  

すでに上程されております、議案第２２号、清里町森林環境贈与税基金条例について、提案の

ご説明を申し上げます。本条例の制定につきましては、平成３０年度の税制改正により森林環境

税及び森林環境贈与税が創設され、贈与税につきましては、今年から自治体の配分が開始される

ことから、事業の執行と財源の管理を明確にするために基金条例を制定するものです。それでは

裏面に記載しております条例につきまして各条項に沿って御説明申し上げますが、内容につきま

しては国から示された条例案を基本としております。それでは第１条につきましては条例設置の

目的を定めております。第２条につきましては、積立額を国からの贈与額としており、第３条で

は基金の管理方法を定めております。第４条につきましては、生じた運用収益の基金編入を定め、

第５条では基金の運用を認めるものとしております。第６条につきましては基金の使用目的を定

めており、第７条では他、必要事項は町長が定めるものとしております。附則につきましては施

行日を公布の日からとしております。以上、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

 

   ●議案２６号～議案第２８号 提案説明 
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○議長（田中誠君)  

すでに上程されております、議案第２６号、令和元年度清里町一般会計補正予算第１号から、

議案第２８号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第１号まで順次提案理由の説明を求

めます。最初に議案第２６号令和元年度清里町一般会計補正予算第１号について説明を求めます。

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君)  

すでに上程されました、議案第２６号、令和元年度一般会計補正予算第１号につきまして提案

理由の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４億８

千８０９万円を追加し、予算の総額を４９億３千６０９万円とするものございます。第２号につ

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。今回補正につきましては、令和元

年度当初予算が去る４月に行われた統一地方選挙により、義務的経費を中心とした骨格予算の編

成となっておりましたので、政策的な予算や国、道の未確定であった補助金などの補正を行うも

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説明いたします。 

はじめに今回補正提案させていただく主な事業などの内容につきまして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８ページをお開きください。補正予算の主な事業

についてご説明いたします。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省略をさせて頂きます。

２款総務費、２項総務管理費、７目防災管理費防災Wi-Fi整備事業につきましては、災害が発生

した際に避難所に避難した方が利用できるWi-Fi設備を役場庁舎、町民会館、札弦センター、緑

センター、保健センターの５カ所に設置するもので１千５５７万４千円を計上いたします。防災

用発電機購入事業につきましては、避難所などの１６施設に発電機２２台を追加整備するもので、

９００万４千円を計上いたします。３項開発促進費、１目企画振興費、第６次清里町総合計画策

定事業につきましては、令和３年度から１０カ年のまちづくりの指針、方針と方向性を定める、

第６次清里町総合計画の策定を行うもので５３３万３千円を計上いたします。４項庭園のまちづ

くり事業費、１目花と緑と交流のまちづくり事業費。都市農村交流事業につきましては、以前よ

り交流を続けております埼玉県鶴ヶ島市との産業まつり出展経費としまして１２５万３千円を計

上いたします。町民海外派遣研修事業につきましては、町民を海外に派遣し産業経済、文化など

に触れ国際的な視野を広めることにより、まちづくりを推進する人材を育成するもので、４名分

の補助金として１２０万円を計上いたします。 

９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、若者居住推進家賃補助事

業につきましては、若者世帯の移住定住を促進するために民間賃貸住宅、居住にかかる家賃を補

助するもので１４４万円を計上いたします。清里交流環境ＰＲ事業につきましては、移住定住の

促進及びグリーンツーリズムの活用による、清里町の情報発信を行うもので３２６万７千円を計

上いたします。合宿等誘致活動支援事業につきましては本町で合宿を行う団体や町内の合宿支援

団体に対して支援を行い、合宿団体による講習会の開催など、町民の競技意欲高揚や競技力向上

によるスポーツ振興を図るもので１７０万円を計上いたします。新入学児童記念品贈呈事業につ

きましては、児童の新入学児における学用品の格差解消及び保護者負担の軽減を図るため、新入

学児童に対しランドセルを支給するもので、１３８万６千円を計上いたします。移住定住促進事

業につきましては移住者及び定住のための住宅取得支援を行い、移住定住の促進、人口の維持を
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図るもので移住支援交付金につきましては２３６万３千円。定住支援交付金につきましては１４

０万。合わせまして３７６万３千円を計上いたします。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会

福祉総務費。高齢者等の暖房費等支援事業につきましては、生活困窮者への暖房費などの支援を

行うもので、１５６万円を計上いたします。 

１０ページをお開きください。４目老人福祉費老健きよさとワゴン更新事業につきましては、

老健の利用者送迎バスをワゴン車に更新するもので４３５万５千円を計上いたします。４款衛生

費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、二酸化炭素排出抑制対策事業につきましては、地球温暖

化対策の取り組みを促すため、普及啓発を近隣市町村と連携しながら実施するもので３５８万９

千円を計上いたします。５目保健福祉総合センター費、老人保健施設ナースコール設備更新事業

につきましては、老健施設のナースコールをハンディーナースコールシステムへ更新するもので

１千２４０万円を計上いたします。５款農林水産業費、１項農業費、５目道営整備事業費、農地

整備事業につきましては、今年度より事業が始まります、道営水利施設等保全高度化事業、清里

第２地区の負担金として１千７２２万７千円を計上いたします。多面的機能支払交付金事業につ

きましては、農地が持つ多面的な機能に対する共同活動維持管理活動に対し助成を行うもので、

制度改正に伴う交付金金額の増に伴い、４９８万６千円を計上いたします。２項林業費、１目林

業振興費、製材等流通経費補助事業につきましては、製材木材製品流通経費の２分の１。７００

万円を限度として林産企業に補助を行うもので１千万円を計上いたします。森林経営管理事業に

つきましては１度基金に積み立てた森林環境譲与税を活用し、森林経営管理制度の推進を図るた

め調査、啓発管理などを行うもので１４４万１千円を計上いたします。１１ページをご覧くださ

い。６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、商工業振興対策事業につきましては、商工振興

事業を展開する商工会に対する支援として５０２万５千円を計上いたします。商店街活性化事業

につきましては、店舗出店及び店舗改修に係る支援事業でありまして、空き店舗の活用を含む新

規出店につきましては９００万。設備投資を含む店舗改修につきましては、５００万円合わせて

１千４００万円を計上いたします。住環境づくり推進事業につきましては、住民の住環境の向上、

住宅関連産業の振興と空き家の利用促進を図るため、住宅改修等事業として住宅の改修と解体へ

の補助に６６０万。空き家活用促進事業として空き家の改修と家具などの撤去清掃への補助に１

６０万円。合わせまして８２０万円を計上いたします。プレミアムつき商品券事業につきまして

は、消費税率の引き上げに伴い、低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和するため、プ

レミアム付き商品券を発売して、地域における消費の下支えを促すもので６０１万５千円を計上

いたします。２目観光振興費、観光地整備事業につきましては昨年策定いたしました観光地整備

基本計画に基づき、神の子池の整備に伴う実施設計を行うもので６９７万４千円を計上いたしま

す。１２ページをお開きください。地域イベント支援事業につきましては、イベント用テントの

購入と産業まつり、特産品の夕べ、じゃがいも踊りの実行委員会への補助を行うもので７６２万

７千円を計上いたします。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、道路維持補修事業に

つきましては、町道７号道路のほか、６路線の舗装補修工事を行うもので２千９０万円を計上い

たします。９款教育費、１項教育総務費、２目教育諸費、学校施設長寿命化計画策定事業につき

ましては、学校教育施設の長寿命化計画であります、個別施設計画を策定するもので５７０万円

を計上いたします。２項小学校費、１目学校管理費、清里小学校改修工事実施設計事業につきま

しては、清里小学校校舎及び遊具、憩いの広場などの老朽化による改修工事に向け、実施設計を

行うもので１千６８５万円を計上いたします。４項社会教育費、３目生涯学習総合センター費、
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学習センター冷暖房設備設置事業につきましては、学童保育で利用している創作活動室Ａ・Ｂ、

サークル活動室に冷房設備を設置するもので、２６８万円を計上いたします。それでは、別冊の

事項別明細書により御説明させていただきますので、令和元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１号５ページをお開きください。歳出より御説明申し上げます

が、審議資料において説明いたしました事業につきましては説明を省略し、その他の事項を説明

いたしますのでご了解をいただきたいと存じます。また特定財源内訳につきましても記載されて

るとおり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１４８万円につきまして

は議員研修及び道内所管事務調査の経費でございます。２款総務費、２項総務管理費、２目財産

管理費４千１５６万８千円につきましては公用車へのスピーカーの登載として４０万円。旧新栄

小学校のアスベスト調査などの町有財産管理に４７７万８千円。各基金の積立事業に１千７５０

万４千円。各温泉施設のＡＥＤ更新及び修繕事業などに１千８８８万６千円を計上いたします。

６ページをお開きください。４目広報費、４８万７千円につきましては町政要覧の増刷を行うも

のでございます。６目交通安全対策費、３５万３千円につきましては、交通安全防犯啓発資材を

購入するのでございます。７目防災対策費２千４９０万６千円につきましては、先程説明致しま

したので省略をさせていただきます。７ページをご覧ください。８目町有林管理費７１８万４千

円につきましては、町有林の新植を行うものでございます。９目総合庁舎管理費７０５万円につ

きましては、役場総合庁舎の暖房設備改修工事を行うものでございます。１４目町民活動施設費

６８万５千円につきましては、男子トイレの修繕及びＡＥＤを更新するものございます。１５目

顕彰費１０万４千円につきましては新元号の制定に伴う表彰状の印刷を行うものでございます。

１７目職員福利厚生費８６６万２千円につきましては、職員研修講師の招聘に８１万。職員住宅

の修繕及び老朽化した職員住宅の解体に７７８万３千円。保健師、栄養士、保育職員のインフル

エンザ予防接種に６万９千円を計上いたします。 

８ページをお開きください。１８目行政情報システム管理費２１２万５千円につきましては第

４次ＬＧＷＡＮへの移行対応に８２万５千円。光ケーブルの張り替え工事に１３０万円を計上い

たします。３項開発促進費、１目企画振興費につきましては、ＪＲ関連対策事業として釧網本線

活用可能性調査事業負担金に３０万円。また先ほど説明いたしました、第６次清里町総合計画策

定事業と合わせまして５６３万３千円を計上いたします。９ページをご覧ください。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２４５万３千円につきましては、先ほ

ど御説明いたしましたので省略をさせて頂きます。 

１０ページにお開きください。５項徴税費、１目徴税費、２３２万円につきましては、固定資

産の評価替えに伴い、住宅の評価を不動産鑑定士に委託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１４万７千円につきましては、戸籍住民票の謄本発行時に使用する契

印機を更新するものでございます。１１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、１千４３７万９千円につきましては先ほど説明いたしましたので省略をさせていただ

きます。 

１２ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費１７７万４

千円につきましては、各福祉団体への補助及び、先ほど説明いたしました高齢者等の暖房費等の

支援を行うものでございます。２目障害者自立支援費３３万につきましては、障害総合支援給付

費及び介護保険給付費の給付のための伝送システム機器の更新をするのでございます。３目福祉
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サービス事業費３３万円につきましては高齢者などが冬期間の日常生活を健全で安心して営むこ

とができるよう、私道の除雪が困難な箇所を除雪することを委託するものでございます。１３ペ

ージをご覧ください。４目老人福祉費４３５万５千円につきましては先ほど説明申し上げました

ので省略させていただきます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費４６万９千円につきまして

は、旧保育所にあります老朽化した遊具を撤去するものでございます。２目保育所費２０１万８

千円につきましては、清里保育所の水道管修繕に１０４万円及び清里札弦保育所のＡＥＤ更新に

９７万８千円を計上いたします。４款衛生費、１項保険衛生費、２目予防費４０７万９千円につ

きましては、国が行う風疹の追加的対策に伴う抗体検査及び予防接種に係る経費でございます。  

１４ページをお開きください。４目環境衛生費６４７万１千円につきましては葬斎場２号火葬

炉の送風修繕に２８８万２千円。また先ほど説明いたしました、二酸化炭素排出抑制対策事業を

行うものでございます。５目保健福祉総合センター費１千３９７万８千円につきましては車庫シ

ャッター修繕に４３万円。ＡＥＤの更新及び健康ホールの音響ミキサー購入に１１４万８千円。

また先ほど説明いたしました、老健ナースコール更新を行うものでございます。２項清掃費、１

目清掃事業費５４３万４千円につきましては、清掃センター、リサイクルセンター、最終処分場、

それぞれの設備の修繕を行うものでございます。 

１５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６０万円につ

きましては、農業担い手育成協議会への負担金を計上するのでございます。２目農業振興費８千

１６２万８千円につきましては各団体事業への負担金及び補助として７千６２５万９千円。焼酎

事業特別会計繰出金として５２４万１千円などを計上いたします。 

１６ページをお開きください。３目畜産業費６万３千円につきましては、牧野利用者組合への

補助でございます。４目農地開発事業費４８０万円につきましては江南牧草地の整備工事を行う

ものでございます。５目道営整備事業費２千２２１万３千円につきましては、先ほど説明申し上

げましたので省略をさせていただきます。 

１７ページをご覧ください。２項林業費、１目林業振興費１千６８８万１千につきましては林

産企業の振興と林業従事者の雇用対策として継続実施しております、各団体事業への補助といた

しまして１千５４４万円の計上と、また先程説明いたしました森林環境税事業を行うものでござ

います。 

１８ページをお開きください。２目自然保護対策費５２万円につきましては、鳥獣の保護育成

に努め有害鳥獣駆除による農林業被害の防止、軽減を図るための経費でございます。６款商工費、

１項商工費、１目商工振興費３千３７０万につきましては、先程御説明申し上げましたので省略

をさせて頂きます。 

１９ページをご覧ください。２目観光振興費１千７６３万６千円につきましては、情報交流施

設備品整備に９６万７千円。インスタグラムを活用し、清里の情報発信を行うフォトキャンペー

ン事業に２３万３千円。観光パンフレットの増刷に７９万２千円。神の子池林道補修に６９万３

千円。各協議会の負担金に３５万円。また先程御説明いたしました、観光地整備及び地域イベン

ト支援を行うものでございます。 

２０ページをお開きください。３目オートキャンプ場費９８万３千円につきしましては、故障

しております浄化槽ブロワーの取り替え工事と、ＡＥＤの更新を行うのでございます。４目江南

パークゴルフ場費１７３万につきましてはセンターハウス東屋の塗装修繕と草刈機及びＡＥＤの

更新を行うものでございます。７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費３千５４５万９千
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円につきましては、公用車の更新事業に３５５万１千円。指定管理者に貸与している建設車輌の

修繕経費の追加に伴う道路橋梁及び河川指定管理事業委託料に４９０万５千円。道路台帳の修正、

更新に１７０万円。さくら通り改修調査設計に４１０万円。また先程御説明致しました町道補修

工事を行うものでございます。 

２１ページをご覧ください。３項住宅費、１目住宅管理費１千２６万１千円につきましては、

公営住宅設備の修繕事業に９３６万１千円。住宅用太陽光発電システム導入補助に９０万円を計

上いたします。 

２２ページをお開きください。８款消防費、１項消防費、１目消防費１千８４４万２千円つき

ましては消防資器材の整備などに係る、斜里地区消防組合清里分署負担金でございます。９款教

育費、１項教育総務費、２目教育諸費７０６万につきましては老朽化した教職員住宅の解体に１

３６万円。また先ほどご説明いたしました学校施設長寿命化計画の作成を行うものでございます。

２項小学校費、１目学校管理費１千７５９万９千円につきましては清里小学校の施設修繕及び点

検に７４万９千円。また先ほど御説明申し上げました清里小学校等の改修に係る実施設計を行う

ものでございます。 

２３ページをご覧ください。２目教育振興費４５５万１千円につきましては郷土読本清里作成

に２１３万５千円。グランドピアノ修繕に１０万２千円。学習用備品購入に２３１万４千円を計

上いたします。３項中学校費、１目学校管理費１２５万１千円につきましては、ワイヤレスアン

プ及びマイク購入に３３万円。中学校施設修繕に９２万１千円を計上いたします。２目教育振興

費２７万１千円につきましては体育館と斜里岳プラザのアップライトピアノ修繕に２０万円。学

習用備品購入に７万１千円を計上いたします。 

２４ページをお開きください。４項社会教育費、２目生涯教育費２９６万５千円につきまして

は清里未来塾事業に３３万６千円。各教育文化団体への補助に２６２万９千円を計上いたします。

３目生涯学習総合センター１千４２９万円につきましては、学習センター内の各施設の点検調査

修正に１千１２８万円。プロジェクターの更新に３３万円。また先ほど御説明致しました学童保

育に係る冷房設備設置に２６８万円を計上いたします。 

２５ページをご覧ください。４目図書館費１６２万４千円につきましては図書館パソコン更新

に１１７万４千円。ＤＶＤなどの視聴覚資材購入に４５万円を計上いたします。５項保健体育費、

１目保健体育総務費７６２万４千につきましては野球場のバックネット補修に５６９万８千円。

各スポーツ団体補助に１９２万６千円を計上いたします。２目トレーニングセンター費１千５４

３万７千円につきましては、清里トレーニングセンターバスケットボール更新に８６７万円。地

下燃料タンクの補修に６２３万円。スポーツ教室イベントなどに使用する消耗品備品購入に５３

万７千円を計上いたします。 

２６ページをご覧ください。３目町民プール費３００万円につきましてはプール内部の舗装補

修を行うものでございます。４目スキー場管理費８５３万円につきましては緑スキー場の受電設

備の更新、改修を行うものでございます。５目学校給食センター費１９万８千円につきましては

食材保管庫に冷房設備を設置するものでございます。それでは歳入についてご説明申し上げます

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

財源内訳においても、詳細費目が記載されておりますので、総括表にて概要のみご説明を申し上

げます。１２款分担金及び負担金。１４款国庫支出金。１５款道支出金。１６款財産収入。１７



 48 

款繰入金のうち、ふるさと基金繰入金、公共施設整備基金繰入金、森林環境譲与税基金繰入金。

１９款諸収入が特定財源であり、２款地方譲与税、１７款繰入金のうち財政調整基金繰入金、１

８款繰越金は、一般財源でございます。なおは繰越金につきましては平成３０年度の繰越金が確

定いたしましたので、補正措置を行うものでございます。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君)  

次に議案第２７号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号についての説

明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君)  

すでに上程されております、議案第２７号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正

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６１万１千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億３千１

１４万１千円とするものでございます。第１条、第２項につきましては別冊の事項別明細書によ

り後ほどご説明申し上げます。今回の補正は賦課徴税に関する電算システムの改修に要する経費

について補正を行うものでございます。社会保険等の被用者保険の被保険者が７５歳到達により、

後期高齢者医療に移行することに伴い、その扶養者が国民健康保険に加入する、いわゆる旧被扶

養者に対して保険税の減免措置が講じられております。その減免期間については資格取得後、当

分の間とされておりましたが、資格取得日の属する月から２年間経過する月までに限ると改めら

れたことにより、システム改修が必要となるものでございます。それでは歳出よりご説明いたし

ますので、令和元年度補正予算に関する説明書の２８ページをお開きください。下段の歳出をご

覧ください。１款総務費、１項徴税費、２目賦課徴税費の６１万１千円につきましては、システ

ム改修に伴う委託料の増額でございます。歳入につきましては上段でお示ししているとおり、特

定財源であります、３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費交付金の特別交付金として６

１万１千円でございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君)  

次に議案第２８号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第１号について説明を求めま

す。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君)  

すでに上程されています、議案第２８号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算第１号

につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり歳

入歳出それぞれ６９１万７千円を追加し、予算の総額を１億３千９９６万４千円とするものであ

ります。第２項につきましては、後ほど別冊の清里焼酎事業特別会計事項別明細書によりご説明

申し上げます。今回の補正は総務費で、臨時事務職員の配置に伴う賃金等の差額と製造費で製造

機器の更新等の補正を行うものであります。それでは歳出からご説明いたしますので、別冊の補

正予算に関する説明書のうぐいす色の仕切り、焼酎事業特別会計の事項別明細書３０ページをお

開きください。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費４８万２千円の増額は、４節共済

費、７節賃金で、それぞれ記載の額を増額補正を行うものです。２款製造費、１項製造管理費、
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１目醸造費６４３万５千円の増額は、１８節備品購入費で木樽及び米袋リフターの購入。もろみ

室移動用ポンプの更新で、増額補正を行うものです。次に歳入について説明いたしますので２９

ページへお戻りください。歳入につきましては総括で説明いたします。３款繰入金につきまして

は、特定財源で５２４万１千円を一般会計から。一般財源で１６７万６千円を基金から繰入補正

をいたします。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君)  

これで各会計補正予算の説明が終わりました。一括議題となっております。議案第２６号から

議案第２８号までの各会計補正予算の質疑の進め方について事務局長に説明させます。議会事務

局長。 

 

○議会事務局長（溝口富男君)  

補正予算審議の進め方について御説明申し上げます。補正予算審議次第をご覧ください。 

一般会計につきましては歳入は款ごと、歳出は款の目ごとに質疑を行います。質疑は歳出歳入

の順番で、補正予算審議目次により進行します。説明員は款ごとを基本に呼び出します。 

なお消防費については、休憩中に歳入歳出一括で質疑しますが議事の都合により、２１日の９

時３０分より消防費については質疑を行います。特別会計につきましては、歳入歳出ごとに質疑

を行います。質疑は歳出歳入の順番で補正予算審議目次により進行します。総括質疑につきまし

ては各会計全般にわたり行います。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。議事の都合により、本日の会議はこれで延会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。 

従って本日の会議はこれで延会とすることに決定しました。明日は９時半より消防費の質疑か

ら再開となります。御苦労様でした。 

 

延会  午後 ３時２８分 
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令和元年第３回清里町議会定例会会議録（６月２１日 ２日目） 

 

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   工 藤 特 雄 

    副 町 長   本 松 昭 仁 

    総 務 課 長   伊 藤 浩 幸 

  企 画 政 策 課 長   本 松 昭 仁 

    事 務 取 扱 

    町 民 課 長   河 合 雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田   成  人 

     産 業 建 設 課 長   藤 代 弘 輝 

    焼 酎 醸 造 所 長   清 水 俊 行 

    出 納 室 長   熊 谷 雄 二 

        生 涯 学 習 課 長   原 田 賢 一 
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     監査委員事務局長   溝 口 富 男 

     農業委員会事務局長   藤 代 弘 輝 

     選挙管理委員会事務局長   伊 藤 浩 幸 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

     事 務 局 長     溝 口 富 男 

     主 査   寺 岡 輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

  議案第 22号、議案第 26号～議案第 28号（各会計予算案の質疑） 

会議案第１号 清里町議会会議規則の一部を改正する規則 

  意見案第２号  新たな過疎対策法の制定に関する意見書について 

  意見案第３号 地方財政の充実・強化を求める意見書について 

  意見案第４号 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充、義務教育費国庫負担制度

堅持・負担率 1／2 への復元、「30 人以下学級」の実現に向けた意見

書について 

  意見案第 5号 北海道最低賃金改正等に関する意見書について 

  意見案第 6号 日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書について 

  発議第 ３号  各常任委員会議会閉会中の継続調査について 

  発議第 ４号  議員の派遣について 
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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。 

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

本英明君を指名します。 

  

   ●日程第２ 議案第２６号～議案第２８号（各会計補正予算案の質疑） 

○議長（田中誠君） 

日程第２ 一括議題となっております。議案第２６号から議案第２８号までの各会計補正予算

の質疑を行います。 

議案第２６号、令和元年度清里町一般会計補正予算第１号について質疑を行います。歳出から

質疑を開始します。暫時休憩します。休憩時間中に消防費の質疑を行います。 

（暫時休憩） 

○議長（田中誠君） 

８款消防費、１項消防費、１目消防費、２２ページ。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

よろしいですか。なければ終わります。これで終わります。説明員交代となります。 

（暫時休憩） 

 

休憩  午前 ９時３３分 

再開  午前 ９時３４分 

○議長（田中誠君)  

それでは休憩をといて質疑に入ります。 

１款議会費、１項議会費、１目議会費、５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

ないようですので次に移ります。 

２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、５ページから６ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

２目の財産管理の旧新栄小学校、この施設の石綿アスベストの調査業務委託の関係について御
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質問を申し上げたいと思います。既に昨年度の委員会の中でも申し上げましたが確認という形の

中で、昨年の補正予算によって新栄小学校の解体工事の実施設計が発注され補正され、さらに今

回追加的にアスベスト、石綿が使用されているという形の中で、追加的な業務委託を合わせてい

きますと、両方あわせますと約９００万ぐらいの設計に、今回なっていくという過程の中におい

て、委員会の中で総務課長の方から建設の担当、さらには財産管理の担当。今後しっかり連携し

ながら仕組みを構築していくという答弁をいただいてるところでございますけども、特に学校関

係については、教育財産、行政財産から普通財産に移管替えを行っていった経過の中において、

その辺の財産管理上の引継ぎ、または財産管理台帳。過去においてアスベストの関係については

公共施設だけではなくして、学校施設全般、社会的な問題になって、飛散対策ですとか現況調査

というものもが、しっかりですね過去において行われてきたということがあるとは思うんですけ

れども、あわせて財産移管に伴う引き継ぎの実態。特に学校教育施設、行政財産から教育財産か

ら普通財産へ引き継がれた時の、そういった手続や財産管理台帳票上の処理。加えまして今回さ

まざまな今後の公共施設、学校に限らず、修繕、解体工事が行われていくことになろうかと思う

んですけれども、現在現有する公共施設において、今後改修工事や解体工事が伴う分についてこ

のような石綿対策というものがですね、生じる可能性が元の部分の施設にあるのか、その実態に

ついて全体把握をされているのか。あわせてお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの質問でございますが、まず１点目の財産台帳上の処理と言いますか教育財産、行政

財産から普通財産への関係でございますけども、特に学校関係につきましては教育財産として閉

校がありまして、それらに伴う財産が町の方に移ってきたということがありまして、その辺につ

きましては、きちんと教育財産として管理してました教育委員会の方で、まず処理をしまして今

後普通財産に移るということで決裁、またそれぞれの手続のもと財産管理をしております総務課

の方にきちっと引き継がれて財産台帳上についても、きちんと現在はそのような形で、移った形

での処理をしているということでご理解いただきたいというふうに思います。またアスベスト対

策の関係でございますが、今回新栄小学校の石綿調査の業務委託料ということで３０４万を計上

させていただいているところでございます。ご質問にあったとおり昨年、この解体の調査におき

まして、当初５００数十万だと思いますが、入札で３００数十万に落ちたわけではございますけ

れども、これらの解体にかかわる調査について計上させていただいたところでございます。その

関係で今回また新たにということで、その辺につきましては今後どのような形で解体工事にアス

ベストが関わるのかということを含めまして、一定のルール化等をしながら、進めて行きたいと

いうふうに思っております。また今後現有する今、現在の公共施設の関係で今後アスベストの除

去が生じるものということでございますけども、今後大規模改修が必要なもの、また今後使用し

ないものについては解体もあるのかなというふうに思っております。当然それらの施設につきま

しては、アスベストの調査が必要になるのかなというふうに、今後では思っております。その調

査におきまして、また一定のルール化しながらきちんとした対応をとっていきたいというふうに

考えているところでございまして、今後施設が老朽化しておりますので、その辺を含めまして十
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分に建設サイドとも連携をとりながら今後のそれらの大規模改修、また解体について十分検討し

ながら進めてまいりたいと思っ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)  

１点目の質問で関連すると言いますか、重ねてご質問申し上げるんですけれども、現有の公共

施設の中でアスベストが使われている施設の現況というのはどのように把握されているのか、そ

の答弁がちょっと漏れていたと思うんですが、再度御答弁を願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

今捉えていないという事であれば、後程全体的な状況についてですね、ご提示を願いたいと思

います。１つは今回の状況については十分理解しているわけなんですけれども、やはり財産管理

上の建設経過に伴って、当然設計図や進行図が現存しているわけですし、そういったものが財産

管理台帳と共に、しっかりと管理部署に財産引き継ぎが行われて、しっかりとそれがですね、担

当者が代わろうともこういった事案の場合について、しっかりと現況を把握した中において、事

業の発注がなされる仕組み。こういったことについて総務課長がしっかりとですね、今後も取り

組んでまいるというお話を既に委員会の中でもいただいてるわけなんですけれども、再度やはり、

こういった状況を鑑みる時に、財産台帳の管理のあり方ともう1つは施設そのものの状況の管理。

例えば今回の補正予算の中に極めて多く各施設の雨漏りですとか床ですとか、さまざまな設備機

器の修繕が行われてきている。経過の間において適正な施設の管理運営を行っていくという形に

おいても、財産管理台帳だけではなくして、そういった施設の修繕とか設計進行に伴う部分。自

己的な経過についてもしっかり財産管理上のそういった台帳ないし調書を作成していって、担当

者が代わろうと、どういった状況になろうともその施設が過去においてどういった形で建設され

たか。その経過の中においてさらにどういった修繕が行われたかということがしっかり把握され

ていかなければならない。このように考えておりますし、こういった時代ですからある意味では

データベース化して電子化して、しっかりとある程度の経費はかかろうかと思いますけれども、

やはり数年の計画の中でそういった取り組みが、現在必要になってきているのではないか。特に

施設の長寿命化という形や、特別会計になりますけれども農業集落排水の機能強化を行っていく

だとか、水道の施設替えを行っていくだとかという施設の管理のあり方を中でこの設計うんぬん

の補正だけでなくして、やはり適正な施設の管理。そして経費の縮減。そして担当者が誰であろ

うとそういったことはしっかりと引き継がれていって、適正な業務執行が行える。そういった仕

組みの再構築にですね、ぜひ取り組んでいただきたい。このように考えておりますが、そこまで

今後の見直しの中で考えておられるかどうか。それについて御答弁を願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  
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総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君)  

ただいまの御質問でございますが、特に財産台帳の関係、これにつきましては今言われたとお

り職員の担当者が数年で変わる可能性がございます。その辺含めまして、今おっしゃられたとお

り、当然施設の管理におきましては途中経過で修繕があったりとか、いろんな部分でそのような

事も起こるのかなというふうに思っております。そういう物も含めまして適正にですね、財産台

帳につきましては修繕の事項を記載するとか、その辺今後出来る分については財産台帳をきちん

としていくような形をとっていきたいなというふうに思っております。それからの現有施設のア

スベストの関係でございますが、今回同じ町有財産の関係で、町有財産点検委託料を組ませてい

ただいてございます。数年前、教育財産、学校関係だったと思いますけども、アスベストの問題

が大きく取り上げられまして特に煙突関係だったと思いますけども、その時点から含めまして、

煙突また吹きつけにつきまして調査の方を実施してきているところでございます。ちょっと個別

の施設の資料がないものですから、その辺は答弁できませんけども、今現在煙突におきましては

トレーニングセンターと役場の方の煙突の方を常に毎年基準濃度の測定をしながら管理している

状況でございまして、そのための施設についてもですね、必要あればアスベストの調査等を実施

していくというような形をとってきたいと思います。いずれにしても今言われたとおり、財産台

帳その他の関係につきましても、きちんとした管理ができるよう進めてまいりたいと思っている

ところでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君)  

今、関連する質疑になるかと思いますけども、町有財産というその管理手法の話で、今、古谷

議員の方からもありましたけれども、行政としても公共施設と総合契約管理計画を策定して、そ

の公共財産、くら替えは多々ありますけれども、その計画性を持っている分、それから今小破修

繕あるいは耐用年数の延長ということで、長寿命化の形で町有財産等々を管理する手法というこ

とを取られる中で、町としても財産歳出の中で公会計の取り組みをなされて、貸借対照表あるい

は町財産、これは一般企業向けの財産管理諸表をつくるというもので、恐らく一昨年にはきっち

りと上がっているんではなかろうかなと思います。そこにはしっかりと耐用年数に鑑みて評価額

だとかそういう部分、あるいは、ある部分での歳出の部分で適正に修理すれば、そこに見合う減

価償却費の処理なり、そういう公会計があるとは思うんですけども、現時点でその部分が果たし

て機能しているのかどうなのか。これ本当に町有財産をしっかり管理する上では必要なことです

し、そこら辺もう一度確認の意味をもって説明できれば説明していただきたいんですけども。 

 

○議長（田中誠君)  

総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君)  
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ただいまの町有財産の管理の関係、特に公会計における部分でございますけども、総務課の管

財部分におきましては公共施設の管理をしていることもありまして、特に固定資産の部分ですね、

その分の状況につきましてそれぞれの施設だったり備品だったり、その部分につきまして管財の

方で適切ですね管理すべく公会計に応じた台帳整備の方、今現在進めているところでございまし

て、今後も固定資産の部分につきましては管財の方できちんと進めてまいりたいと思っていると

ころでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君)  

適切に処理していただいたことは重々わかりますから、公会計というのは要するに現金主義、

発生主義的な町財政の運営手法から、ある程度企業的な複式会計ということで貸借対照を求めて、

それをしっかりした中で修繕なり長寿命化で投資した部分もしっかりと計上しながら、減価償却

の資産価値を見出すという手法ですからね。現金発生主義だったらもう単年度執行したらもう見

えませんから。修理した部分。そういう部分をしっかりと今後の中でやる上での公会計の導入と

いうことで予算計上したのかなと僕自身はそう思っていますから、そこら辺やはりきっちりと見

直しというか、検討の中で採用する１つの諸表として活用していただきたいという事を述べて質

疑致します。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君)  

後ででも良いですから、そういう話も考慮しながら進めていただきたいということで。 

 

○議長（田中誠君)  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君)  

今の公会計の全体の分でございますけども、委員御指摘のとおり、お話のとおりですね、公会

計制度が本町でもそういった民間制度に続いた部分でスタートさせるというようなことで、今管

財部分の部分で説明いたしましたけど、町全体の公開制度ということで、国の基準に合わせなが

ら、させていただいておりまして、まだまだ町の方としても、その手法等々についても十分に勉

強しながらやらなきゃならない部分も多々あろうかというふうに思いますけども、そういった部

分も含めて今後もそういった制度にしっかり乗って、町のそういった歳入歳出がしっかりわかる

ように進めて参いりたいと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)  

堀川哲男君。 
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○４番（堀川哲男君)  

関連で１点だけ確認したいんですけども、新栄小学校に隣接する上斜里総合会館。この部分は

今回のアスベスト調査に含まれているかどうかを確認したいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君)  

今回のこの新栄小学校の石綿調査業務委託料の中に、校舎それから上斜里研修センターその部

分も含めた中でアスベストの調査が必要ということで、今回計上させていただいているというと

ころであります。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

この調査が終わった後、次年度以降に取り壊しというような作業に入っていくんだと思います

けども、以前から何度か言わせて頂いているんですが、環境がやっぱりよろしくないんですよね。

現在も草が伸び放題の状態ですし、わりと新しめの教員住宅３棟あるうち、今現在２棟が空き家

という事になっておりますし、やはりその辺の環境というのはしっかりと保ったままで是非管理

していただきたいということと、今後江南小学校、緑町小学校、光学小学校とこれからいろんな

意味で再活用を検討していかなきゃならない中で、ぜひこのことは新栄のことを踏まえまして、

荒らすことなくしっかりとした再活用の道、計画的な利用法というのを検討していただきたいと

そのように思います。 

 

○議長（田中誠君)  

総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君)  

只今の御質問でございますが、特に今、最初にありました新栄小学校の関係。その周辺の環境

整備につきましては、学校が閉校になったからといって当然、町有財産でございますのできちん

としたですね、草刈も含めまして、管理が必要かなというふうに思っておりますので、その辺に

ついては適宜対応してまいりたいと思っております。また後段にありました学校跡地の有効活用

につきましても十分地域の方々、また組織、役場内含めまして十分今後も利活用について考えて

いきたいと思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

他、よろしいですか。なければ次、進みます。 

４目広報費、６ページ。よろしいですか。古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君)  

１点確認ですけれども、この町政要覧、企画政策事業を具体的にどういったものを作られるの

か。それから町長の町政執行方針の中で、ホームページリニューアルしてですね、その中で非常

に充実させていくという形の中で、紙ベースのものがどれほど必要なのかという形や色々の観光

パンフですとかそういったものが出てる中で、すみ分けがどういった形でなされているのか。類

似したのがたくさんできてくる。しかもペーパーレスの中でインターネットを使った、今回はフ

ェイスブックやインスタグラムできめ細かく発信していくという、そういった相乗効果、紙ベー

スのインターネットベース、それは良いんでしょうけれども、具体的にどういったものを今回企

画してやって行くかと明確な方向性について、御説明願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

この広報費の町政要覧の増刷ということで予算計上させていただいておりますけども、委員御

指摘のとおりですね、今の時代といいましょうか、ホームページをリニューアルしまして、でき

るだけホームページを見ていただけるようなですね、今仕組みづくりをしているわけでありまし

て、紙ベースについてはできる限りというような部分がありますけども、いろんな形の中でどう

しても町政要覧をお渡しする機会もございます。そういった部分で部数については３００部とい

うような形の中で、何年か対応できるような形の中で発行するということでありまして、元々昨

年度、町政要覧を作成しておりますので、一部変更になった部分を修正した部分の増刷というこ

とでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

昨年作って、増冊部分だっていう形の中で、では基本的には残部がほとんどないという理解で

よろしいですね。合わせて関連する部分でお話申し上げますと、町政執行方針等の中においても、

広報紙の関係、関連する部分なので、６月よりソフトを変えて、大変読みやすくなったというふ

うに内容を充実させたというふうにですね、町政執行方針では書かれていますけれども、読む側

から取って横書きが中心になって、しかも横書きで、右綴じで、我々の年代はちょっと感覚的に

違うのか非常に逆に読みにくいし、見づらいというふうに印象的に思っているんですけど、発行

される側においては、町においては非常にそういったソフトな変更を行って、横書きを中心にし

て右綴じ、こうやって体裁の物が非常に読みやすくてわかりやすいというふうに認識されている

のかどうか。しっかりとその辺の町民の今回の６月で、新しくなったから、どんどん進化はして

いくと思うんですけども、その辺の考え方。これは方向性としてしっかりともう一度確認させて

いただきたいんですが。読みやすくわかりやすく内容の充実という形になっているのか。実際の

問題として。そういったふうに評価されているかどうか、確認をさせて頂きたいと思います。 
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○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

まず前段の町政要覧の残部の関係でありますけれども、委員お話の通りですけれども残部数に

ついては調整をしながらやらさせて頂いて、ほとんどないというような状態の中で、必要部数を

増刷するということで御理解をいただきたいというふうに思います。また広報の関係であります

けども、内部の中でも議論をさせていただいた中で文字のフォントの作り方でありますとか、閉

じる方法でありますとか内部の議論の中では当然のことながら、年配の方々や一般の方々が見て、

見やすい見づらい部分もございますし、若者世帯や若者の方々にも興味を持っていただけるよう

な部分だとかですね、いろんな総体的な部分を捉えて今の形にまずはさせていただいたというこ

とであります。今後新しい広報を進めている中で、またいろんな御意見いただくのかなというふ

うに思いますので、そう言った御意見につきましては謙虚に受け留めながら進めてまいりたいと

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)  

基本的にはしっかりと中身の編集にいたっては検討されながら熟度を上げてっていただきたい。

若者も読みやすいと言いますか、広報というのは誰が読んでもわかりやすい。しっかりと行政情

報が中身としてきちんと的確に適時性を持って伝えらるというのは本来的の役割があって、若者

がとか誰がという話で、全ての町民が誰が見てもしっかりとした行政情報、そういったものをキ

ャッチできるというのが本来のあり方であって、そのトレンディーを追うだとか、そういった話

ではないということを、もう一度確認しながらですね、しっかりとした内容の編集にあたってい

ただきたい。そのように考えますが、どのように担当課長として捉えられているか。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

私どもも申し上げましたとおり、お年寄りだけだとか年配の方々だけが読みやすいではなくて、

全体の町民の皆さんが親しみをもって読みやすいというような形の中で、内部議論も十分にして

いきながら、今回の広報になったということで御理解をいただきたいというふうに思いますし、

また色んな部分でそういったご意見につきましては先ほど同じ答弁になりますけども、耳を傾け

ていきたいというふうに思います。さらにそういった広報、これにとどまらず、熟度も上げてい

きたいというふうに思っておりますので、ご理解を頂きたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 
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○５番（池下昇君)  

今、広報という話が出たのでちょっと１点だけお伺いしますが、今広報の話で横書きとか縦書

きとか色々とありますけれども、広報というのは町の中で新聞をとっておられない方でも、広報

は必ず届くはずなんですよ。そうすると色んな情報の今のこの社会の中で、やっぱり清里の町民

というのはだいたいの方が広報を見ますので、新聞読むよりも広報を見ている人の方が多いかな

と。当然新聞というのは毎日来ますけども、広報は月に１回しか来ませんので、ただ私ちょっと

思ったんですけど、５月号とですね、６月号の広報見て驚いたのは１番後ろの数字が間違えてい

るんですよ。人口が皆さん若い人もお年寄りの方もいっぱい見ますけど、やはり難しい話、例え

ば議会のこの議会だよりだとか、そういうところって余り見ているような人っていうのは関心の

ある人しかいないんですけれども、人口の流れ、世帯数だとか、男は今何人いるとか、女が何人

いるとかってね、ある程度気になって見ているものなんですよ。ところが一番後ろのその大事な

部分がですね、間違えている情報を入れてしまっては意味がないんですよ。それは担当がわかっ

ているのかどうか。そこら辺いかがですか。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

広報の構成等々につきましては当然のことながら、十分に注意しながら校正チェックしている

つもりでありますけれども、もしそういった間違い等があれば大変申し訳ないというふうに思っ

ております。今後ともそういった部分がありましたら、十分に注意をして校正チェック等をして

参りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

今私が言ったことはですね、小さな事かもしれないんですけども、そういう過ち。そういう所

をしっかりとチェックして、ちなみにですね、今うちの町の人口５月号と６月号の広報の一番後

ろを見たら４,０５９人なっているんですよ。２０何人も３０人も４月５月に転出されている中で、

人口が変わっていないというのはおかしな話で、世帯数も全く同じのまま載っている。この事実

を踏まえて二度とこういうことのないように、しっかりと細分の注意を払った上で作っていただ

きたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

今後とも十分に注意を払って進めて参りたいというふうに思っております。 
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○議長（田中誠君)  

他、よろしいですか。なければ、次に移ります。 

６目交通安全対策費、６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

よろしいですか。次に移ります。 

７目防災対策費、６ページから７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

はい、なしということですので、次に移ります。はい、古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

防災Wi-Fiの関係ですけれども、これ非常に必要な施設で、適時的な予算の計上になっている

と思っていますけれども、これらは防災事案が発生した段階だけにおいて、Wi-Fi がパスワード

発行して誰でも使えるようにするのか、それともある意味では町民の方が日常的に使う部分でフ

リースポット的に日常的にも使うような、そういった仕組みでいくのか、具体的な運用の方法に

ついて現時点において、どのように構築していこうとしているのか。その内容についてお聞かせ

頂きたい、このように思います。 

 

○議長（田中誠君)  

総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君)  

御質問のWi-Fiの関係でございますが、今委員おっしゃられたとおりですね、基本的には災害

が発生した際に、今回避難所ですとか公共施設に設置させていただきますけれども、その時に避

難された方が利用できるWi-Fiということで活用しながら進めてまいりたいというふうに思って

いるところでございます。また通常時におきましても公共施設内で利用できるWi-Fiとして開放

いたす予定をしておりまして、災害発生時以外もですね、町民の方が活用できる方法を取って行

きたいというふうに思っております。通常時はパスワードを入力して認証し通信を行うというよ

うな形を今のところ取って行きたいというふうに考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

次に移ります。８目町有林管理費、７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

なしということですので、次に移ります。 

９目総合庁舎管理費、７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

はい、次に移ります。 
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１４目町民活動施設費、７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

なしということですので、次移ります。 

１５目顕彰費、７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

なしいうことですので、次進みます。 

１７目職員福利厚生費、７ページから８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次移ります。 

１８目行政情報システム管理費、８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

なしということですので、次に移ります。 

３項開発促進費、１目企画振興費、８ページから９ページ。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

企画振興費、第６次清里町総合計画策定事業費なんですけれども、その内訳の中で、まず委員

報酬７３万９千円というものがあるんですが、これはどのような方が、いつからなるのか。さら

には一番下になりますけれども、第６次清里町総合計画策定支援業務委託料。これはどこへ、ま

たどのような内容の委託をするのかということをまずお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

総合計画２年後、いわゆる令和でいきますと、３年度から新たな総合計画の策定ということで

あります。今年度につきましては、今年度来年度で準備段階の年ということでなっております。

準備のスタートの想定ですけども、事務レベルでは今秋１０月ぐらいからということで、今その

あたりで準備を進めているところでありまして、そういった委員につきましては規定に基づいた

委員。それから公募に基づく委員等々がございますけども、そういった方々への規定に基づいた

委員報酬ということになろうかなというふうに思います。また総合計画の策定に当たる業務の委

託でありますけども、今の段階で単純な計画策定のサポート業務というような意味合いになるか

なというふうに思います。当然のことながら総合計画につきましては、委員さんを中心に住民の

色んな方々の御意見も賜りながら、自主的につくる計画でありますけども、そういった資料のま

とめだとか等々の部分においてサポート業務的な業務委託をしていくわけでありますけども、そ

のサポート業務していただく選定をするということで、今のところ事務レベルで考えているのは

プロポーザル方式で委託業者の選定をしていくということで準備を進めているということでござ
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います。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

今課長の方からお話あったんですけども、令和３年から策定じゃないですよね、それ。大丈夫

ですね、わかりました。今色々と説明していただいたんですが、まずその委員報酬の方は、要は

町内の方々、有識者。諸々公募もあると思って、それはすごくいいなというか、それが１番大事

だと思っていますのでいいんですけど、今その最後におっしゃられた、業務委託の方なんですけ

れども、サポート業務ということに４００万以上というのがどうしても腑に落ちないですね。僕

としては。その委員に対する報酬とかは全然わかる話なんですが、この第６次清里町総合計画と

ても大事なんです。うちの町でも大事なことで、うちの町のことをよく知っている方々がみんな

で作り上げていくものが、今後１０年間のうちの町の計画になっていくっていう意味合いですか

ら、それを町内の方ではない、ある種そういう業務を行っている所だと思うんですが、そこにサ

ポート業務だけで４００万という委託料を払っていくっていうことが、どうなのかなとちょっと

思っているんですが、その辺ちょっとお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

サポート業務の関係でありますけれども、この中には住民アンケートであったり、集計であっ

たり、そういった部分もございますし、終了時の報告書だとか、作成費用だとか様々な部分で積

み上げた数字が、ある程度このような数字になっていくということでありまして、先ほどお話し

しているとおりですね、作り上げるのはそういった代表の委員さんなり、そういった住民の協議

なり会議なりというような部分の中から少しずつ積み上げて、町全体で作っていくというような

部分はもちろんあるわけでありますけども、そういった事務的なものにつきまして積み上げた結

果こういった数字になるということで御理解を賜りたいというように思います。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

理解はしないわけではないんです。ただ今おっしゃられたサポート業務、どのような内容か例

えばアンケートの集計であり、また報告書なり、諸々。本来それを他に出さなくても、アウトソ

ーシングしなくても本来やるべきことだと私は思っているんです。 

ここ最近ですけれども、計画策定を業務委託というものがこれに限らず色々ところで、業務委

託って最近すごく多いなって思っているんですよね。これは何故かとなったら単純に、そのアウ

トソーシングをして、経費は下がる人件費を、要は役場の職員が足りないんじゃないですかとい
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うことになるんですけども、結局、町の財政を立て直していくために、人件費ってこだわってい

るわけではないですが、そういう部分を結構見直しながら計画的に削減してきました。でも実際

にはそこで行われるはずであった業務が結局できなくなる。だから業務委託します。これだと人

件費は下がるかもしれませんけども、逆にこういう経費がかかるだけで、ある意味、意味がない

とは言いませんが単純に掛け替えかなと。逆に人件費、その職員がもう少し増えて、皆さんの仕

事量は仕事内容が少し軽くなるという言い方は変ですが、負担軽減なり、さらに今言った自分た

ちの町のことですから、そのアンケート集計ですとか報告書なりも自分たちで行う。 

そうすることによって、そこで単純な話ですけども、雇用の場にも繋がりますし、色んな意味

でその辺をもう少し今後また考えていかないと、実はこれだけのこと言っているわけじゃなくて

今回これが出てきているので、関連する形で大きな話をさせてもらってますけれども、そのよう

なことを今後考えていただきたいなと。その中での第６次総合計画なので、１番良い時にちょっ

とこの話しさせてもらいたいなと思って話させてもらいました。その辺今後何か考えていること

はございますか。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

今、伊藤議員のおっしゃられたとおりですね、町につきましても今様々な今回の総合計画だけ

ではなくて、今後作るであろうとする計画策定についても業務委託等々も出てくるのかなという

ふうに思っております。そういった中どこまで業者の方にお願いをするのか、どこまで委託をし

ていくのかと。どの部分については、しっかりとその内で、町民の方々のご理解やご協力も頂き

ながらどういうことをやっていくのかという部分があります。そういった部分、できる限り町の

方でやれるものについては町の方でやる。業務委託した方が効率的で効果的であれば、そこにつ

いては最低限の投資をしながらやっていくというような部分は今後とも十分に、それを踏まえて

業者を選定する中においても進めて行きたいと思っておりますので、ご理解を頂きたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

今おっしゃられていたことなんですけども、あえて言っておきますが、今の役場の人員ではや

らなきゃいけないことというのは、たぶんできないと思います。そこを本気で考えていかないと、

今までは計画どおり人数を減らしてきたっていうのはいいので、今後は考えていかないと、ただ

今の状態の中で出来ることをやる。できないことは外に頼むだけではだめだと思いますので、そ

の辺をよく考えておいていただきたいと思います。これには答弁いりません。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君)  

同じく総合計画に関連した部分で、今副町長の方から委託についてはサポート業務という、具

体的な業務の内容については調査、それから印刷というようなお話があったわけなんですが、そ

れは事実なんですか。というのは令和元年、令和２年を含めて委員会を設置し、内容について作

業を進めていくというプロセスと考えた場合について、印刷というのは次年度になるというふう

に通常的には考えますし、現段階で繰越予算を予定しながら、補正予算を計上するということは

財政上ありえないという形の中で全体的な、このタイムスケジュールやその仕組み、要綱、そう

いったものはしっかりとまだ現段階において固まっていないんではないかというふうに思えるわ

けなんですけれども、その事実関係、具体的なサポート業務の中身。それから全体的な計画策定

のプロセスをしたら、その要綱のタイムスケジュール。委員等における具体的な内容、その手法

論も含めてしっかりと明示をしていただきたい。このように思いますが。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

おっしゃるとおりですね、全体の報告書については２年間ということ。１年半、約２年という

ことのタイムスケジュール感でありますけども、今年度の部分の報告書といいますか、状況報告

書といいますか。そういった形の報告書ということで、最終的な報告書ではないということで、

すみません、ちょっと言い方を間違いましたけれども、そういったことでご理解いただきたいと

いうふうに思いますし、中身について再度申し上げますと、当然のことながら先ほど申し上げま

した、アンケート調査でありますとか、それに対するクロス集計になりますとか、資料の作成で

ありますとか研究員がつくわけでありますから、そういった多方面の状況でありますとかそうい

った部分も出てくるのかなというふうに思っております。そういった積み上げがなされていくの

かなというふうに思っております。 

ただ、この金額につきましてはこの金額以内で当然進めていく必要もあろうかなというふうに

思いますので、先ほど申し上げました手法についてはプロポーザル方式をとっていきたいという

ふうに思っておりますので金額等々についてもできる限り節減する中、事業を進めて参りたいと

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)  

極めて事業の内容についての説明がですね、曖昧な事で町の基本的な方向性を長期的な計画を

立てるという基本的スタンスのあり方。委託をしていくサポートの委託をする部分と、本来職員

が担うべきものと、住民が参加しながら共同的に計画を作っていくものとの立ち位置というもの

が明確に見えていないのではないか。プロポーザルでやろうが何でやろうがいいんです、入札で

やろうが。その前提となるのはしっかりした町の現状、課題というものを掌握した中において職

員、住民が積み立てていったものについて、専門的な見地から、そういったサゼスション等を頂
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くコンサルを入れていくという意味ならわかるんですけど、最初の入り口がプロポーザルでコン

サルありき。そういった計画の作り方が、本来うちの町の今の現状課題を解決するための手法と

して正当な手法なのかどうなのか。 

確かに伊藤議員からお話があったとおり、職員の数が大変少なくこういったことに時間をかけ

ることが非常に難しい状況にあるという認識については私も共通しているところでございますけ

れども、だからこそ、こういったことに職員のエネルギーだとか、職員自身の研鑚も含めてしっ

かり取り組んで行くというのが基本的に前日、町長の町政施行方針で述べられた共同のまちづく

りの基本的姿勢じゃない。それはこっちに置いておいてプロポーザル方式をやりますだとか、今

曖昧な答弁の中で中間報告的なものを作っている、その印刷ですなんていう。そんな曖昧な答弁

で事をなしていこうという姿勢そのものが問われるんじゃないかと思いますが、その点について

答弁を求めます。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

私が答弁させていただいたのは、この業務委託料の部分の内訳の部分を質問いただいたので、

その中身を説明したわけであります。先ほど私が説明した中でも申し上げましたとおり、基本作

っていくのが当然、今古谷議員おっしゃられたとおり、職員であり住民であり町全体で作ってい

くんだと、そういう意気込みでやっていくんだということはお話ししたと思いますし、古谷議員

もその通りかなというふうに思っています。ただこの中身について、業務委託の中身についてど

ういうふうに内訳なんだというような部分の中で、お話をしてさせていただいたということであ

りますから古谷議員おっしゃられた通り、総合計画の進め方についてはですね、そういった形の

中でしっかりと進めて参りたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

再度確認をしたいと思いますが、それでは予算の関係でそういう答弁をしたという事ですが全

体的に先程言ったように、これは今年度の予算であって、次年度も同じように委託料が発生する

という前提。それから加えてサポート業務と内容っていうのはアンケート調査。それから中間的

な報告書の作成に伴うサゼスション。そういったものに限るという、そういった理解でよろしい

のでしょうか。全体的な策定に係る工程表、それから職員が担うべき物、委員が担うべきもの、

コンサルがどの部分をやるかという明確な現時点におけるそういった方向性というのがしっかり

とビルドアップされて、今回の補正予算の提案になっているのか再度確認をさせて頂きたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 
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○副町長（本松昭仁君)  

その策定の中身でありますけども、先ほどから申し上げましたとおり、アンケートの関係であ

りますとか資料作りでありますとか、さらにはそういったアドバイス的なことでありますとか、

研究員のアドバイス的な部分でありますとか、そういったことを加味するという部分と、トータ

ル的なスケジュール感についても、今町の方は町の方で、スケジュール感を進めておりますけど

も、そういったこのスケジュール感についてもそういった専門的な見地からアドバイスをもらっ

たりしながら、そういったスケジュール感についてもしっかりと策定しながら令和３年度４月に

しっかりとスタートできるような構築をしてまいりたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君)  

他、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

なければ次進みます。４項庭園のまちづくり事業・１目花と緑と交流のまちづくり事業費、９

ページから１０ページ。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君)  

都市農村交流事業について１点お伺いしたいと思います。今までも何回か質問していると思い

ますが、今年度も町長の執行方針の中にモトエカ町、鶴ヶ島市との交流を継続していくと明言さ

れているわけですが、過去にも僕はそれほど進展性がない交流となれば、また場所を変えてやっ

ていくのも 1つの方法だよというようなことで言った事もあると思います。そんな中で昨年度も

含めてどのような形で鶴ヶ島との１つの交流実績とかそういうものがあったのかその部分につい

て答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

鶴ヶ島との交流の関係でありますけども、勝又議員お話のとおりですね、鶴ヶ島との交流につ

いても、内部でも十分な検討をして来たところであります。一部ですね向こうに行った際の内容

について、今年度は少し見直していきたいというふうに思っておりますし、実際に 引町長も向

こうの市長さんと、実際にお会いして色々な話もさせていただいたところであります。そういっ

た中で改めて両市・町の今後の交流の具体的な中身についても詰めていきたいというふうに思っ

ておりますし、当面中身を見直しながら鶴ヶ島との交流については続けて行きたいというふうに

思っております。 

 

○議長（田中誠君)  

勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君)  
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今の答弁を聞く限りには、いわば進展性があるような方向が見えるというようなことで理解し

ていいのかなと、そういうふうに感じ取ったわけですけれども、ただ総合戦略を含めて町に人を

呼び込んでいくというような観点からたったときに、きちっとやっぱり人の行き来ができるよう

な形のそういう交流というのを目指して行かなくてはいけない部分ではないかなと思います。そ

の点で過去には進展性が見えなければという話もしましたけど、やはりそういう部分ではもう何

年かそれから経っていると思いますので、きちっとやっぱりそういうものの方向性が見出せるよ

うな形の交流としていって頂きたいなと、そのように要望したいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

委員おっしゃる通り、鶴ヶ島に行ってただ物販をするだけではなくて今年度については特に町

のＰＲというようなことで、都市農村交流という意味合いがありますので、しっかりと都市部に

対して清里町の良さをＰＲしながら、都市の方々が清里町に来ていただけるようなしっかりとし

た都市農村交流というスタンスを大事にしながらですね。今年度の鶴ヶ島の訪問。さらに中身を

詰めていきたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

町民海外派遣研修事業のことについて。以前定例会で近年この海外派遣研修に参加する方が少

ないという事実と、昨年は１名の方が出掛けられて、非常に有意義な研修をされているというこ

とはお聞きしていますが、近年現実問題なかなかハードルが高くて、行かれる方が少ないという

ことで、ならば国内にも門戸を開いてはいかがですかというようなことを以前の定例会で申し上

げさせていただいたんですが、その辺の検討はされていただいたのか、それとも検討された上で

必要がないというような結論にされたのかその辺を伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

海外派遣研修事業につきまして、以前にも御質問いただいた部分でございますが、基本的な考

え方といたしましては、これ原則論でございますが、各ＪＡ、商工会等から出資をいただき、基

金の運用の中で海外派遣をするという目的でやっている事業でございますので、この事業そのも

のにつきましてはやはり国際的見地を広げていく。そういう観点から海外での研修、これに特化

した形で継続をしていきたいというふうに考えております。 

また国内研修につきましては基本的な部分では各事業所、例えば他には職能団体等がそれぞれ

実施しております、国内研修等がございますのでそちらの方で基本的な対応をしていただきたい
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というように考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

海外研修の必要性、重要性も十分理解するところでありますし、この事業自体も国際的な視野

を広げるという意味で非常に大事な事業だとは思っています。しかし国内にも色々町おこしの先

進地もありますし、美しい村連合で色々付き合いをしていく市町村もたくさん増えましたし、国

内の研修も今非常にお金がかかる状態ですので、できれば国内研修も行きやすいような形で進め

ていただけるように検討をしていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

はい。国内研修でございますが、基本的には先ほど答弁したとおりというふうに考えておりま

す。しかしながら海外研修、この事業はこの事業といたしながらも他の方策があるのか、国内研

修を実施するのか、それともそれに支援をしていく方策があるのか、その辺を含めた検討はして

まいりたいというふうに考えますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

その他ありませんか。なければここで説明員交代となりますが、全体で質問漏れがあれば受け

たいと思います。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

よろしいですか、はい。 

それでは暫時休憩いたします。１０時４５分まで休憩といたします。 

 

休憩  午前１０時３３分 

再開  午前１０時４５分 

○議長（田中誠君)  

休憩を解いて、質疑を再開します。 

５項徴税費、１目徴税費、１０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

なしということで次、進みます。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、１０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  
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次、進みます。 

１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費、１１ページから１２ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

教育新事業の合宿の誘致支援の具体的内容、東京大学の陸上部が長年ですね、清里町を拠点に

して、子供達との交流や一定の交流にあがっていると思うんですけど、今年度補正予算の中身を

もう１回確認させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

ただいまの合宿誘致事業に関する補助の支援事業の内容でございますが、基本的には合宿に来

られる団体に対する支援補助、これが１００万円。それから合宿を清里町でサポートする団体に

対する補助。これを５０万円。その他合宿に来られた方の一部食材等の支援ということで、２０

万円を計上し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)  

それで一時合宿関係につきましては、東大ですとか、一部高校生の剣道でありますとか、バス

ケットですとか、そういった合宿等が短期も含めて行われていたと思うんですけども、新たな長

期合宿の誘致という形で関東圏等を含めた大学誘致活動を行ってきた経過というものが過去には

あったと認識しておりますが、近隣市町村非常に合宿誘致が１つの地域の起爆剤になったり、ま

た地域住民との交流。今年はラグビーのワールドカップがあって、網走がフィジー日本代表の合

宿であったりとか、来年についてはオリンピックもサポートの市町村も道内に数多くある。そう

いった広がりを展開しているわけなんですけれども、当町においては過去に色々やっていたけど、

なかなか難しいという結果の中で、新たな取り組みというのは現在及び、今後行っていくという

考え方にたったのか非常に厳しい環境だから、例えば生涯学習センターの駐車場一部改修をかけ

てスケート等の合宿、夏のローラースケート含めた整備をしたりとかやってきましたけども、な

かなか持続的には行かないという現況の中において、今後地域のその経済、雇用、さらには活性

化に向けて新たな誘致というような考え方を持っているのかどうか。それを確認させてください。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

合宿の誘致でございますが、これにつきましては毎年内部議論をしている中、数年前ですね。

なぜ合宿がなかなか誘致できないんだろうという中で、内部検討をしてきた中、やはり基本的に
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は合宿特に夏場の合宿が多くなっておりまして、そうなった場合の宿泊施設の確保。それから運

動系の合宿につきましてはスポーツ施設、これにつきまして合宿のニーズに対応できるような状

況にないということ等々。その事と町民の利用が制限される。その辺総合的に勘案した中、積極

的な誘致活動は行わない方針を取っているところでございます。ただし東大につきましては町民

との交流。特に中学生、小学生との交流。昨年におきましては小中高校性の学習活動についても

交流が広まっているということから、今後も継続的に支援し誘致をしてまいりたいというふうに

考えておりますので御理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

十分現状については他町村、近隣町村との差別化との関係、宿泊施設、環境条件的に非常に難

しいという現状についても理解はできます。ただ近年の交流人口の拡大ですとか、関係人口の拡

大って形についてはスポーツ合宿にこだわってはいないというのが最近の流れであって、例えば

教育支援を教育大学の学生たちが夏休みを通じて行っていくですとか、あと文化活動として音楽

や芸術、演劇。そういった所と大学と相互交流をやりながら子どもたちの教育支援をしていくだ

とか、障害を持った子供たちに養護教育を専門とする学生達が来て、一緒に活動をやっていくと

か。やはり視点をですね、しっかりともう１回、当然長期的な教育的展望にたってですね、社会

教育、生涯教育、学校教育すべての分野において新しい方向性について向かっていると思います

けれども、ただ今言ったように従来行ってきた形でなくして、やはり新しい視点にたった、そう

いった交流。それから関係人口の拡大によって地域に新しいそういった風を吹かせたりとか、新

しい交流の場が出来たり、さらには子ども達の教育。そういった意味で派生的な行き渡った視点

が今必要とされているのではないか。このように私自身はとらえていると思いますが、今後の教

育委員会の取り組みとして、こういった観点からのアプローチというものを検討される余地があ

るのかどうかこの点について再度お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君)  

スポーツが今まで中心で行ってきたのが事実でございますが、私どもスポーツに限らず大学の

研究室、ゼミの合宿等含め、文化活動についても視点を既に持っているところでございます。そ

の部分につきましては、様々な各種研修会、大会がございますので、これまでもチラシを持って

会場に行って周知、宣伝などもしているところでございます。なかなか全国大会等でもチラシ等

もまいているんですが、反応がなかったというのが現状でございます。いずれにいたしましても、

その夏場に限ったことでは特に文化活動はない部分もございますので、そうなってくければ既存

の施設で対応できる部分あると思います。その辺につきましては今後十分検討をして、スポーツ

に限らない部分での合宿活動、誘致。これについて模索していきたいというふうに考えますので、

ご理解いただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君)  

他、ありませんか。なければここで説明員が交代となりますが全体的に質問漏れがありません

か。それでは暫時休憩いたします。 

 

休憩  午前１０時５６分 

                              再開  午前１０時５８分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩を解いて質疑を再開いたします。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、１２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

よろしいですか。 

２目障害者自立支援費、１２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

次、進みます。 

３目福祉サービス事業費、１２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

次、進みます。 

４目老人福祉費、１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

次、進みます。 

２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

次、進みます。 

２目保育所費、１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

よろしいですか。次、進みます。 

ここで説明員交代となりますが、質問漏れはありませんか。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

１２ページ。福祉サービス事業費で、高齢者等の除雪困難者、除雪業務委託料の部分なんです

けれども、関連という形でお伺いしたいことがありまして、この除雪サービス、除雪困難者に対

して町の方で除雪をしてあげるよという部分の委託料だと思っているんですけども、例えばそこ

になかなか町の色んな規定があると思いますから除雪困難者のご高齢の方ですけども、そういう
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方々がなかなか例えば申し込んでも漏れてしまう。そういう場合に例えば関係ない民間の方々が

ボランティアとして。ここで聞く話かどうかちょっと僕もわからないですけれども、ちょっとあ

る案件がありまして、ボランティアとして町でやってもらえないものだから、その本人自体も、

もうなかなかできないと。だから誰かがボランティアでじゃあやってあげるよと。やった時に例

えば何か縁石でも何でも壊してしまった。そういう場合って、壊した本人がその修繕費を払うべ

きものだとは思っています。正直思っています。本人もそういうふうに納得、皆さんされている

と思うんですけれども、それだと町が対応できないから、ボランティア精神で行ってあげたのに

ちょっと壊してしまった。そこの部分を自分で払うとなると、なかなか心情的に定かなものかな

という思いもありまして、そういう部分の対応って町でなにか考えていることって何かあるんで

すかね。ちょっと関連という形で質問させてもらいました。 

 

○議長（田中誠君)  

保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（野呂田成人君)  

只今の伊藤議員の御質問でありますが、この科目は常任委員会の時にちょっとお話させて頂き

ましたけれども、町の除雪車が走れない５メーター未満の私道の部分を近くの除雪が可能な方、

例えば緑でいきますとヴェルデさんですとか、そういうところにお願いをするっていう部分で、

現在のところに１名の方が対象になっています。その前段で話した一人暮らしの高齢者世帯の私

道部分のやつは現在８名の方がやっております。伊藤議員が今おっしゃられた部分につきまして

は、多分自治会のボランティア確か７千円でしたかね、そちら側の方にかかってくるのかなと思

いますので、もしかすると自治会保険ですか、そちら側での何か対応があるのかもしれないです

けども、私の方で把握していないものですから大変申し訳ありませんけども何かあれば後ほど調

べてご報告したいなと思っております。以上です。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

今の案件でございますけども、保健福祉課長が申しあげたとおり、中身については、どちらか

というと自治会内のボランティアの中で除雪をした際に、そういったことが生じたときの対応策

ということかなというふうに思うんですけども、基本的にその自治会保険、皆さん各自治会入っ

ているわけですけども、それぞれの人に対しての補償等については保障されるわけですけども、

そういった物についての補償について、今調べておりますけども、私の知る限り対応が難しいの

かなというふうに思っております。今後そういう案件ができれば、じゃあどうするのかというこ

とでありますけども、そういった部分おいては、今の中では伊藤議員おっしゃられたようにです

ね、本人同士の対応ということに正直な話なろうかなというふうに思っておりますけれども、ど

こまで自治会保険で対応できるようなものかというのは調べて後程ご報告させて頂きたいと思い

ます。 
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○議長（田中誠君)  

よろしいですか。それでは暫時休憩いたします。 

休憩  午前１１時０２分 

                              再開  午前１１時０５分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩を解いて、質疑を再開します。 

４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

次、進みます。 

４目環境衛生費、１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

よろしいですか。次、進みます。 

５目保健福祉総合センター費、１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

次、進みます。 

２項清掃費、１目清掃事業費。１４ページから１５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

はい、次に進みます。 

ここで説明員交代となりますが、質問漏れはありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

ないということですので、説明員交代となりますので暫時休憩いたします。 

 

休憩  午前１１時０６分 

再開  午前１１時０７分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩を解いて、質疑を再開します。 

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、１５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次、進みます。 

２目農業振興費、１５ページから１６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 



 75 

よろしいですか。 

３目畜産業費、１６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次、進みます。 

４目農地開発事業費、１６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次、進みます。 

５目道営整備事業費、１６ページから１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次、進みます。 

２項林業費、林業振興費、１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次に進みます。 

２目自然保護対策費、１８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

ここで説明員交代となりますが、質問漏れはありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

それでは交代のため暫時休憩いたします。 

休憩  午前１１時０９分 

再開  午前１１時１１分 

○議長（田中誠君) 

休憩を解いて、質疑を再開します。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、１８ページから１９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

よろしいですか。 

２目観光振興費、１９ページから２０ページ。伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

観光振興費。地域イベント支援事業費の中の器具購入費なんですけれども、この間の常任委員

会で説明あったんですが、私の聞き間違いだったら申し訳ないので、もう１回再度聞かせてもら

うんですが、この１１８万８千円は、イベント用のテントを変えるものなのか単純に増やすのか

よくわからないのですが、数が３はりというんですかね、ちょっとテントの呼称わからないんで

すけど３つということでよろしいですかね。 
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○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

このテントにつきましては３はり更新するというような形です。更新と言いましても、まだ既

存のやつがまだ使えますので、使えるものにつきましては使っていきますけれども、既存の物が

結構重たいものでありますから、切替えていくというような部分でありまして、どうしても足り

ない部分については旧の物を使っていくというような形にしていきたいというふうに思っており

ます。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

私も色々と産業まつりなんかでも使っているようなテントとかですもんね。確かにあれ凄く重

いですし、設置までにも期間がかかりますし、もちろん変えていくべきだなとはすごく思ってい

ます。ただ３はりで１１８万ということは、１はり４０万くらいするっていうこと。単純計算で

すけども、こんなに高いのかと思ってしまうのが１点と、どういうものを考えられているかわか

らないんですが、今、結構最近ではパンダグラフみたいな形のもので、簡易にすぐ軽くて立てら

れるという物も結構確か町でも何個かあるのかな。あったと思うんですけど、そういう物なのか、

それとも今まで通り従来みたいな、ああいう結構設置に手間がかかるものなのか。そして値段が

適正なのか、ちょっとその点。３点ちょっとお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

すみません。３はり購入というようなお話をしたかなというふうに思いますけれども、４はり

購入ということでありますので、ご理解賜りたいなという風に思います。さらに横幕とか、そう

いったことも当然購入しますし、かなり値段というんですか、値段的なウエイトを占めているの

が、ウエイトいわゆる重石の関係についてもですね、近年そういうテントが飛んで事故が起きて

いるというようなことも聞きますので、こういったウエイト、重りについても十分に数を買って、

そういった安全対策も含めた形の中でということになりますので、相対的に約１２０万というこ

とになりますので、1 はり当たりにしますと３０、全部横幕だとかウエイトだとか含めて、１は

りあたり３０万ぐらいになるのかなというふうに思います。議員言われたとおり、今まで何はり

か既に購入しておりますけども、同じようなテントを購入するということで御理解頂きたいとい

うふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 
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○２番（古谷一夫君)  

今回、神の子池の周辺整備と言う形で、新たな支援型観光に対する対応しっかり行っていこう

という動きだと思いますけれども、関連して１点目は裏摩周のログハウス管理施設の運営。かな

り状況的に、売店も併用しながら今管理に携わっている方が高齢化してきているというような事

や、逆に今回事業の中で、林道を通ったフットパスを作っていくというような流れと。 

まず１点目としては、今後の裏摩周における、今ある施設の管理運営という形が、今後今と同

じような形の中で行われていくのか。更に今後整備される神の子池のトイレ、さらには今後計画

されている、そういったフットパス的なそういった散策の部分。さらには駐車場等の管理主体と

言う物を、どのように考えているのか。現時点における考え方、この２点についてお伺い申し上

げます。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

今回の提案をさせていただいているのは議員お話の通り、神の子池の整備ということでありま

して、裏摩周の関係につきましては議員御承知のとおり、あそこの展望台については道立公園で

ありますから、展望台。さらにはトイレについては、道の所有物ということでありまして、あの

中の所有物、町の所有物に関しては売店いわゆるログハウスという形になります。 

今まさに阿寒摩周の満喫プロジェクト、または国立公園の加入ということの中で、環境省もか

なり裏摩周にターゲットを絞って力を注ぎ始めている部分がございます。そういった部分の中で、

道も財政的な部分もありますので、道と町も一体となって、環境省に対しても裏摩周周辺整備に

ついて要請をしているところでありまして、まだ計画の段階ではありますけども、環境省独自で

展望台の改修についても、今検討を始めていただいているところでございます。そういった中で

さらに道についてはトイレの整備についてもかなり老朽化しているということで、簡易的な改修

になりますけれども今年度、道の予算の中でトイレの改修をしていくというような話を聞いてお

ります。そういった状況を踏まえつつ、町としても既存のログハウスを町として今後とも進めて

いくのか、道や国に協力をいただきながら進めていくのか、または今申し上げました、神の子池

の整備とどう結びつけていくのかと言ったところをですね、早急な形の中で、スピード感を持っ

て点を面として捉えてどういうような形が観光客にとっても、運営する側にとっても、今おっし

ゃられた、その運営する方法についてどういった方法が取れるのかというようなことも、一体と

なって今後なるべく早い段階で検討していかなければならないのかな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思っております。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

環境省の管理施設と道の管理施設、それから町の管理施設３つがありながら、双方にそういっ

たものが機能させて行くという方向だとは思うんですけども、当然ある一定の環境整備という形
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の中で、やはり良好な環境をしっかりとやっていく。それとログハウス先ほどもお話したとおり、

ご答弁頂きませんでしたけれども、管理されている方非常にですね、高齢化になってきて非常に

苦労されているという話を聞いている現況の中において、そのものを売るという形なのかインフ

ォメーションを中心としたそういったものなのかという方向性というのは、やはりしっかりと早

い段階で方向つけながらですね、関係者と協議を進めて必要があるという、私自身はそういうふ

うに考えておりますし、そのことによって今回神の子池周辺含めた全体的な整備というものが生

きてくるし新しいトレイルについてもですね、そういった中において機能していく。と言います

のは、既に御存じのとおり美幌、津別、環境省と関係については既に新しいトレイルについても

実証的な実験を既に進めてきている。そういったものと広域観光の観点からどう結び付けていく

のか。既にご存じのとおり津別は雲海を含めた部分で、しっかりとそういったやつを作って、さ

らに美幌峠と結びつけていく。摩周と結び付けていくという一連の流れの中に、じゃあうちの今

回の神の子池や裏摩周の位置づけはどうなって行くのか、しっかりとそういった展望の中で、整

備計画というものは進めて単品単品の個別的な整備の必要性というものは十分認識しますけれど

も、まさしくそういった戦略的な一連の流れの中にですね、うちの持っている景観とか町の特性

をしっかりとした中において、まさしく副町長がおっしゃったような商品化というのは、そうい

った観点の中からですねしっかり基盤というものをですね、もう一回リビルトしていったり、新

しい方向性を生かしていくことがですね。どうしても求められているのではないかなと。ある個

別ではなくして今言ったような相対的な摩周湖を中心とした神の子含めたさくらの滝というのと、

斜里岳というような基本的にうちにある自然環境の景観としてですね。または資源として、全国

的に発信できるようなものというのは基本的にその組み合わせだというふうに認識していますし、

やはり当町でもつくって資源では無くして、さきほど申し上げた近隣ともですね。摩周の国立公

園、阿寒国立公園そういったことをしっかり連携し合って行くということがですね、今後どうし

ても必要になってくる時代に入ってその辺の認識ついて再度お伺いしたいとこのように思います。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

まず後段おっしゃられた全体的な阿寒・摩周湖を中心とした観光戦略といいますか、連携とい

う話でありますけども私もその連携の協議会の一員として色々と議論させていただいた中ですね。

当然のことながら、うちの町のトレイルにつきましても、外輪山を中心とした部分含めて屈斜路

湖やその辺の周辺とした部分を含めてですね。繋げてトレイル構想をこっちの部分も含めて繋げ

ていただきたいという部分を強く訴えてきたわけですけども、今現在では議員おっしゃるとおり

の、仕組みになっていますということがまずあります。さらには、そういったトレッキングコー

スだけではなくて自転車でありますとかウォーキングでありますとか、いわゆる道路を使った部

分の中での連携の形の中の形づくり。そういった部分も今訴えてるとこでありますんで、そうい

った部分もこちらの方が落とされることなく、今後とも強く要望していきたいというふうに思っ

ております。またログハウスの関係でありますけども、議員おっしゃるとおりですね管理してい

ただいている方が、高齢化という部分もございますし、先ほど申し上げましたそれぞれ神の子池

の周辺事業を終わってからこっちをゆっくり考えるということではなくてですね。ある一面では
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当然のことながら、面として捉えていかなければならない事業でありますので、同時並行的にそ

の運営管理の部分についても同時並行的にスピード感を持って協議してまいりたいと思っており

ます。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

副町長から御答弁いただいたとおり非常に大切な資源だというふうに私自身認識しております

し、ある意味では町長含めて他町村先駆けていろんな取り組みを行ってきた経過の中で、直近に

おいては、どうしてもその辺の取り組みというのがやはり広域的な観光の取り組みになっている。

清里町のポジショニングというのが、はっきりと目に見えてこないという状況も一部あるかとい

う風に考えておりますんで、本来持っているそういった資源というものを、もう少し広域的連携

の中において、しっかりと位置づけていく能動的な働きかけというものを行政だけではなくて観

光関係者含めて、プッシュしていく必要があると認識しておりますので、今後の取り組みを是非

積極的に進めていただきたい。それと裏摩周それから神の子池の連携・連動については、それは

同時並行的にやっていくってことが非常に必要な時期に来ていますし、施設の老朽化、先ほど申

し上げたとおり管理されている方々の個別的な条件を含めながら新しいものをつくるのも大事で

しょうけれども、今ある資源をしっかり活かしながら、新しいものと結び付けていくといった取

り組みを行なっていく、そういった考え方に立つ必要があると強く考えておりますので、再度そ

の辺の確認を申し上げたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

今のご意見十分に参酌して今後の計画づくりに生かそうと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

池下昇君。 

 

〇５番（池下昇君） 

私も神の子池のトイレのことでちょっとお伺いしたいんですが。今回ですね今のトイレの位置

から６００メートルぐらい離れた位置に整備することになってですね。駐車場もそちらに移動し

てっていうことで決まったんですが、この実施設計の金額を見ますと２０４万程度ということで

すか。トイレに関してどのようなトイレなるのかまずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君) 

副町長。 
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○副町長（本松昭仁君) 

トイレにつきましては今のところ考えていますのは、あそこは水が取れないものですからシー

ズン当初に一定の水を入れて、それを循環させていくというような災害時でもですね、対応でき

るようなトイレがあるんですけども、そういったトイレを今考えておりまして、その動力につき

ましては、太陽光を利用した形の中で自然環境に配慮した循環型のトイレというような形で今準

備を進めているところでございます。 

 

○議長（田中誠君) 

池下昇君。 

 

〇５番（池下昇君） 

ここのトイレに関して何回となく言ってきましたけども、循環型ということになると、裏摩周

と同じような方向性でやるのかなというふうには思いますけれども、トイレというのはどこ行っ

ても大切でありますので、あくまでも使う側の立場になって考えたうえで、立派な施設を作って

いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君) 

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君) 

裏摩周のトイレとちょっと違いまして、当然のことながら水洗トイレということの中でさせて

いただいておりますので、どちらかというと清潔に保たれているというような形のトイレという

うふうに十分に進めているとことです。 

 

○議長（田中誠君) 

よろしいですか。次進みます。 

３目オートキャンプ場費。２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

よろしいですか。 

４目江南パーク場費。２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

ここで説明員交代となりますが、質問漏れありませんか。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君) 

１点だけ関連するかどうかわかりませんが、トイレの話が何件か出たので、委員会の中でもお

話し申し上げておりますけれども、観光振興だけではなくして、ここへ買い物に来る方や旅行に

来る方を含めながら緑町駅前のトイレや清里町駅前のトイレ、町内に数多く色んなトイレがある

と思いますが、特にそういった部分における冬期間の閉鎖と利用者の利便性それから管理の難し
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さが色々とあると思うんですけれども、やはり基本的にはトイレというのは、先ほどは池下議員

からもあったとおり、町のイメージ、それからこれから目指す観光を含めた交流人口拡大という

ものついては、通年で必須の要件になっているというように思うところがありまして今後冬期間

は閉鎖されている部分の、特に清里町駅前のトイレ、それから緑町駅前のトイレ、こういったも

のについて冬期間含めて通年対応が今後の課題だと委員会でも御答弁いただいていますけれども、

課題ではなくしてある一定の今言ったような新しい交流人口の拡大ですとか地域のイメージで考

えた場合について、やっぱりある程度の対応策が必要ではないかって考えるのですが、現点にお

いてどのように捉えて検討されているのか、その方向性だけちょっと確認をさしていただきたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君) 

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

議員の方からもお話がありましたので、早速各トイレ見てまいりました。例えば緑の駅前のト

イレでありますけれども、御承知のとおり暖房設備だとかが完備しているトイレではありません

ので、現状のまま冬期間やるとしばれ上がってしまうのかなというところがございます。当然そ

ういった部分では一定の改修がもし冬期間やれば、改修が必要かというふうにも思っております。

常任委員会でもご説明した通り、ニーズが少ないからどうのこうのではございませんけども、そ

ういった部分でありますとかコストの部分でありますとか、例えば清里の駅前のトイレでいけば

ですね、冬期間は清里駅の中のトイレを利用していただくかちょっと離れますけども、コミット

のトイレを利用していただくかというような部分がございますので、そういった部分の案内を強

化した方がいいのか。ではなくて、やはりその通年のトイレとしてさらに検討した方がいいのか

というような部分がありますんで、今申し上げましたとおり、経費の部分でありますとか、色ん

な部分がございますのでそういった部分さらに協議をしている最中でございますのでご理解をい

ただきたい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)  

早速、各トイレをきちんと見てきていただいたということでありますけども、例えば今のご答

弁の中であったとおり、清里駅のトイレ、緑町駅のトイレがどういった状況か併せてご覧になっ

たとは思うんですけれども、非常にやはりですね。快適性からいえば非常に劣るとい現状の中に

おいて、やはり使うとすれば町が管理しているトイレの方がはるかにですね、快適さ今申し上げ

たとおり管理上の冬期間とか色んな部分の管理難しさはあろうかと思いますけれどもですね。こ

ちらを使ってもらえばいいんではないかとか、コミットの方を使ってもらえばという、総体的比

較になってくるのかどうなのか駅前トイレの意味合いっていうものですね、町のイメージ含めて

あそこにつくった意義それは一体何なのかという本来的な形、それから緑地区の活性化をやって

きましょうとか、交流人口の拡大をやっていきましょうと、花緑のまちをやっていきましょうと
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かですね、そういった町全体のイメージをしっかり考えた場合についても管理のあり方というの

はもう少し突っ込んで、スピード感を持ってやっていく必要があるのではないかとこのように考

えておりますが再答弁を求めます。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君)  

清里町のトイレにつきましては、議員も御存じかなというふう思いますけれども私個人的にも

ですね。他の市町村他の観光地から比べると、非常に手入れが行き届いている公共トイレが多い

んじゃないかなというふうに思っております。トイレを清掃している方々の努力もあろうかなと

いうふうに思いまして、そういった部分では好印象をいただいてるのかなというふうに思ってお

ります。ただ議員のお話のとおり、冬期間の関係だとかそういった部分の対策、またはそのイメ

ージというような部分があります。そういったものも加味した上で、先ほど申し上げました私が

申し上げました部分も加味した上ですね、最終的にどうしていくのかという、部分もございます

のでそういった部分もう少し、お時間いただいて内部的な議論もしていきたいというふうに思い

ますので、ご理解いただきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君)  

よろしいですか。それではここで説明員交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩  午前１１時３３分 

再開  午前１１時３５分 

 

○議長（田中誠君) 

休憩を解いて、質疑を再開します。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、２０ページから２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次進みます。 

３項住宅費、住宅管理費、２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次移ります。ここで説明員交代となりますが質問漏れありませんか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君)  

道路の関係で１点だけ聞いておきたいなと思いますけども、前々から９線道路の拡張の関係の

話というのは出てるんじゃないかなと思いますけど、その後の測量もして白いセンターを出すよ

うなポチポチが去年か一昨年ぐらいにも測量したのかどうか見たんですけど、それ以降の施工進

展という形はどうなっているのか。 
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○議長（田中誠君)  

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君）  

９線道路の整備につきましては、幹線道路ということで、でんぷん工場につながる重要な路線

ということで以前地元からも要望いただいて概略の測量もいれたところであります。そこで９線

整備かけまして年数も経過しておりまして再整備があります。そこで１つ課題となりますのが、

道路整備とともに関連する道路の排水も整備しなければならないという課題もございます。それ

で排水の整備を行うに伴って最終的な流末として宇遠別川までの区間を排水路の整備を行うわけ

ですが道路と排水合わせますとやっぱり事業費がかなりかさむということで、排水の整備の方は

北海道の方の事業でできないのかというのを以前検討させていただきました。その中で宇遠別ま

でに繋がるルートの関係でやっぱり地権者が多く存在しますのでその中でなかなか御理解をいた

だけない部分があったということで中断しております。現在におきましても、そこから特別な進

展はないまま進んでおります。 

 

○議長（田中誠君)  

勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君)  

重要性は承知しながら中断状態だということですけれども、一部１８号に近いあたりでちょっ

と低みで、のり面が雨がそこへ集中するもので崩れたりするようなことで１度泥を入れてもらっ

た経過があるんですけれどもその時には僕発見したわけですけども、道路の層がわかるぐらい崩

れたということもありました。恐らく車が道路の際の方に寄った時には崩れてしまうようなそう

いうような危ない状況になっているという事も含めて早急に地権者との関係もありますけど、や

はり早急に整備していかなくちゃいけない部分で着手していかなければいけない部分ではないか

なと思いますけどそこについてどう考えるかと。 

 

○議長（田中誠君)  

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 要望いただいているという実情は把握しておりますので、当面部分的な穴とかに関しましては

通常の指定管理の中で、当面修繕をさせていただいて将来的には整備していくというような形で

進んで参りたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

今の勝又議員の関連と言いますか、さらにという形でお話させていただきます。何年か前から
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この計画を聞きまして実質道路の拡張、９線道路の拡張、やるからには確かにあそこ排水事情あ

るのも十分わかっております。地権者の方のその排水に対する地権者の考え方もわかるんですが、

それができないから結局、一番最初に重要な案件の拡張ができないというのは、またちょっと違

う話になるのかなという気もしています。全部一緒にやってしまうことは絶対一番良い事ですし、

予算の関係もあるだろうと北海道の関係もあるのもわかります。でも結局全部が１００パーセン

ト綺麗にできないから一番最初の要望である拡張も進みません。ではずっと一生解決しないよう

な気がするんですよね。９線道路に関して排水は別なんですが、道路に関してはその地域の方々

だけではなく、でんぷん工場というのがありまして全町各地から色んなトラックだとか地域の方

だけの要望ではなく、ある意味農業者全体の要望であり、そういう部分を加味していくと、全部

を綺麗に整えてから整った段階で再度着手しますではなく、何らかの方法を考えていくべきなの

かなという気がしますし、その辺はどのようにお考えなのかもう一度お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 おっしゃる通り、当初の計画考えた時点でですね。分けて考えないかというのも当然検討いた

しまして、分けていくと考えられればもう少し道路の方の部分だけ進めることもできたのかなと

いうふうに考えております。ただ先ほど申し上げた通り、離して考えられない状況でそこで道路

でせき止められて道路沿いに流れてくる排水を持って行き場所をそのままにして道路だけを整備

するのは不可能ということで、それで最初申し上げた中断している状況でございます。もう１つ

今後に関して言えますことは、排水事業と道路事業を一緒くたに町の事業とやるのは困難かなと

考えますので、排水事業に関しましては当初考えたとおり今現在、畑総事業進んでいますけれど

もまた新たな畑総事業の中にでも取り込めるそういうタイミングを考えて進んでいきたいと。あ

くまでも一緒に考えなければなかなか進められない案件だと認識しております。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

今の説明でその部分は納得せざるを得ないのかなという部分もちろんあります。ただですね、

先ほど来、一番最初の勝又議員に対する答弁でおっしゃっていました、道路の排水の方の関係で

地権者の理解が得られないという話をされていましたけど、理解を得られるように今後根気よく

説明していくなり、理解をしていただけるような行動をとっていくのかその辺をお聞かせくださ

い。 

 

○議長（田中誠君)  

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 
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 １度中断している段階ですので、時期的にすぐにということになりませんけど、道路の整備の

必要性は認識しておりますのでその時期を見て再度その辺の交渉には当たらなければならないな

というふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君)  

かなり大変な作業だと正直思っています。ただ、今までの何十年も前からなんですがあそこの

９線道路というのは色々排水の話が出る前から拡張の段階で色々なことありましたよね。地権者

の方、理解を得られなかった。結局そこから今後努力していきますということだったんでしょう

けど、結局何十年もあそこって変わってない状況なんですよね。本気でやっていただいていると

思いますが、地権者の方にしつこいぐらいにも公共のためなんです、ということを説明しながら

でも真剣に取り組まないと、多分ダラダラ時間だけが過ぎていくような気がしますので、その辺

よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君)  

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 おっしゃられる通り時間をかなり経過していることも十分認識しておりますので、今後進めら

れる時期を見極めて進めて参りたいというふうに、お答えさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康夫君。 

 

○８番（前中康男君)  

私も道路橋梁で、今９線の話が出たんですけどもちょっと違う観点で今年度から支障木の関係

でかなり精力的に当町支障木の整理そういう部分でかなり進捗状況があって、かなり地域の方々

のそれなりの波及効果の中で理解されていると思うんですけども。１点ちょっと気になる部分で

先ほど来トイレの話で思いついたところが多々あったんですけども、江南パークゴルフ場の２３

号になりますか。あそこに街路樹で桜を植えているんですけども、あれもかなり現状の中で成長

して支障木とは言いませんけども、その上にちょうど町の光ケーブルか何か多分光ファイバーの

ケーブルだと思うんですけど完全にかぶっている状態これだと思うんですけども、これなかなか

桜並木で本当に綺麗なんですけども今現状これ以上だんだん経過年数がいくとどうしてもある程

度伐採しなければならない部分的伐採といいますか。でも桜に関しては桜切るバカ梅切らぬバカ

と言う言葉があるくらい、桜を切ることによって枯れるという部分がありますからこの辺をどう

今後の中で景観は素晴らしいんですけども、たまたまあそこに架線と光ファイバーとが同じ下に

植樹されてるというか、ちょっとそこら辺をやはりもう一度点検しながら、もったいないんです

けどもね。成長していますからそこら辺をちょっと今後の中でどのような形が良いのか大変難し
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いですけれども、そこら辺も道路管理の中で苦慮している部分だと思いますから、今後の中で検

討していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君)  

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ２３号道路に関しましては、かなり年数経過していますけども、道営事業で整備した経過がご

ざいまして、その中で道路の街路樹として桜の木を植えたという記憶はちょっとございませんの

でその後、植樹か何かで植えられたものかなと思いますが、今委員おっしゃられた、そのケーブ

ルとの状況というのを把握していなかったものですから、その部分は現地確認しましてどのよう

な支障になっているか確認させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君)  

たぶん植樹だと思いますけどね、等間隔に植えているから工事した時にされたのかなと思いま

すけど。 

 

○議長（田中誠君)  

産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 まずは現状を把握させていただきまして、おそらく桜の木ですので簡単に枝落としというふう

にはならないと思いますけど、その辺どうしていくかを検討させていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

よろしいですか。なければ午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩  午前１１時４８分 

再開  午後 １時００分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩を解いて質疑を再開します。 

９款教育費教育諸費、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

２項小学校費、１目学校管理費。２２ページから２３ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

ないようですので次、進めます。 

２目教育振興費、２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次に、３項中学校費、１目学校管理費、２３ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

中学校費の修繕料ということで２０万となっているんですが、これは何の修繕料なのかお伺い

したいのですが。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

中学校の修繕料２０万でございますがアップライトピアノ、グランドではない縦型のピアノ２

台ございまして町立に関してはやっとるんですが、年数が経っているものですから他の内部に関

して修繕をして長寿命化を図っていきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

アップライトピアノということで、調律ではなくてっていうことなんですが、これは例えば中

学校のピアノがこういうふうになった時に、以前、例えば緑の小学校で使っていたアップライト

ピアノってあると思うんですがそういったものを、また利活用するというふうな考え方っていう

のは無いのかどうなのかその辺どうですか。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

廃校になりました学校にありますピアノ、これの利活用についても検討しているところでござ

いますが、ピアノというものは移動するのに経費がかかり、そして移動することにより相当です

ね、また調整等で使えるようになるのに経費がかかるということから、現況のものを修繕して使

っていきたいというふうに今回考え、計上しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 
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○５番（池下昇君)  

要するに、そこで修繕するよりも移動してやるほうが経費がかかるということの説明なんです

けども、緑の小学校にあるピアノそれから光学小学校にあるグランドピアノ今後の活用について

はどういうふうに考えているのか。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

アップライト、グランド双方両方のピアノにつきましては、各学校では現在間に合っていると

ころでございます。また生涯学習総合センター等社会教育施設においても、ピアノはまだ十分使

えるものとなっておりますので、現在のところ決まった使い道がないというものが実態でござい

ます。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

結局使い道がないと。学校教育の中では使い道がないのかもしれないけども、町の財産として

持ってるのがあれば例えば生涯学習係ではなくてですね。町全体としてこういうものをどうやっ

て生かして使っていくかってことをやはり所管を通してじゃなくて、全体的に考えていく必要が

あるのかなと。今日もですね。財産の問題、色々と出ましたけどもこういったものをですね。有

効的にやっぱり使っていくというのが今後ですね。色んなまちづくりのうえで、色んな物の管理

が必要になりますけれども、こうやって学校が閉校になってどんどんどんどん物が財産がですね。

そのままに置き去りにされるっていうのは、本当に無駄なものにつながっていくんじゃないかな

というふうに思いますので、これは町長もおりますんで以前私、ピアノの話もさせていただきま

したけどもやはりですね、今後まちづくりをしていく上で、こういった物を、無駄にしないで使

っていくってことが、いかに大事かということそこら辺も踏まえたうえでですね、今後の対応に

ついて皆さんの中で、内部協議していただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

ただいまピアノを含めた備品の関係でございますが、閉校になった学校の備品につきましては、

特に事務用品につきましては、役場各課に調査をかけまして使えるもの、使っているところでご

ざいます。またピアノにつきましても、今のところこう使いたいという話はなかったんでござい

ますが改めてですね、ピアノを今後必要とするところがあるのかないのか、これ役場内部全体に

声をかけながらやっていきたいなというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

関連してなんですけど、学校備品とういうことで、今回議会の中で計上された中学校、小学校

のＰＣの入替、ＯＳの関係であったと思うんですけど、その時も同じように以前に使われていた

ＰＣそのものの行方と言いますか、流れ、それは完全処分するのか、中を全てＯＳを取り出して。

ただ現実使えないということでないのかなと思うんですけど、どのような形で処理されているの

か教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

パソコンの入替でございますが、既存のパソコンを使って中を全部入れ替えるというのは現実

的ではないということから、全て入替をさせていただいております。古いパソコンにつきまして

は、すべて廃棄処分ということで行っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

台数が台数ですけど、廃棄費用というのは行政負担ということで理解していいんですか。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

そのとおりでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

今手元に何もない中なんですけども、池下議員の有効利用という観点の捉え方、この部分はＰ

Ｃに関しては可能なのかどうなのかＯＳを変えるダウングレードで今は Windows1０だと思い

ますけれども当初入れたのは、Windows７のものもあったと思います。でもそれは十分今の環

境下では十分使える部分もあるんですけども、それもハードというかＰＣとしては使えるのかな

と思うんですけども、どこかの行政の中でそういうのを有効活用したというのを何かで新聞だっ

たかは定かではないですけどもそういう事例があったものですから質疑をしましたけど、その可
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能性があるのかないのか、どう検討するか。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

確かに非常に台数があってもったいないという見方もあるかと思います。しかしながら教育委

員会、または学校で使っているパソコンにつきましてはすべて基本的にはインターネット等外に

つながっている形での利用でございます。その点では最低 Windows10 を導入しなければセキ

ュリティー上問題があるということがございますので、多分役場でも今回入替をいたしますが同

様に同じものをですね、利用するというのは現実的ではないのかなというふうに考えます。以上

でございます。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君）  

今の前中議員の関連したことですけども、庁舎内での再利用とかではなく、違う形での再利用と

かは考えていないのかという答弁いただきたかった。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

行政私ども教育委員会でございますが、教育委員会それから学校という部分におきましてはや

はりですね、外部に繋がっていないパソコンが無いものですから、内部にだけで利用するという

パソコンがないもんですから、基本的にはＷindows10が導入されたものでなければ使えないと

いうことで、古いものに関しては行政、学校での使い道はないというふうに考えております。以

上でございます。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君）  

なかなか私の質疑の仕方が問題があるのかいただきたい答弁というのと違う形になってまして、

廃棄予定をしているものを同じ庁舎の中でとかいうことではなく違うところ役場庁舎で使うとか

いうことではない形の再利用の方法とかは考えてないんですか。という意味合いなんですね。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君）  

いずれにいたしましても行政の中で使っていくということは難しいと思うのですが、私どもと

してはそれ以外に利活用ということをちょっと想定してないところでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君）  

いずれにしてもですね。生涯学習課長も申し上げているとおり、伊藤議員の御質問のとおり教

育委員会サイドでありますとか、町ではちょっと使えないというような部分があります。その理

由としましてはＯＳが変わるものですから、スペックの問題だとか色々中身の問題でなかなか一

回空になったものでも使えないというような部分がありますんで、どうしてもというようなこと

であれば、その払い下げとかですねそういった方法もないこともないのかなというふうに、思っ

ておりますけれども、今の段階の手法としてはそのまま破棄して更新をしていくというような形

をとっているということで御理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君）  

答弁ありがとうございます。そういうことなんです。この中で使うとかではなく、例えば１０

０台何台にもなると、廃棄料自体もかなりの額になっていると思いますし、その廃棄料をかけて

廃棄したものが今後どこかで再利用といいますか。どこかの業者が払下げとかあり得ますでしょ

うし、そういうことを考えていくのであれば、ただ廃棄するのではなく、抜くなりでお金はかか

りますけどそういう形で町民の中に払下げをしていくだとかそういうような色んな考え方がまだ

あると思うんでただ単純にＷindows10 のＯＳに変えて今までＷindows７のやつをただ廃棄す

るではなく、いろんな方法を検討したらどうなんですかっていうことです。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君）  

いずれにいたしましても今後そういった課題というか、そういうことになろうかなと思います

けど、どちらにしてもそういった１度あったものを全て中をきれいにして、ほんとに何もない状

態で下取りに出すといいますか、そういった利活用を例えばさせていただくということになりま

すと、なかなかそういったものを実際に利用価値があるのかどうなのかというような部分もあり

ますし、完全に空っぽの状態で全くそのセキュリティが大丈夫な状態で譲るなり販売するとなる

と、どっちの方が経費が増すのかとか、色んな部分もございますんでまた勉強したいというふう

に思いますけども、今回の場合はそういったセキュリティーの問題等々もありますので、破棄さ

せていただくということで今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君)  

よろしいですか。それでは、次進みます。 

４項社会教育費、２目生涯教育費、２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

よろしいですか。 

３目生涯学習総合センター費、２４ページから２５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次、進みます。 

４目図書館費、２５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

なしということですので次進みます。 

５項保健体育費、１目保健体育総務費、２５ページ。堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君）  

今回バックネットの補修工事ということで５６９万という金額があがっていますが、野球場を

使ってられる方からの要望として一番強いのはベンチの改修というふうに捉えていますけれども、

ベンチの中に水が入ってくるとかベンチの屋根が下がって危険だということで、そこの要望が一

番強いのかなというふうに自分は思っています。その中で年次的に改修していくということで、

昨年度は土の入れ替え。そして今年度はバックネットの張り替えということになったわけですけ

ども、その辺の補修の優先順位とかどのように決められて決定されているのかということと、あ

と今後の改修の予定などがある程度見えているんでしたら、それを教えていただきたいんですけ

ども。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

ただいま野球場の整備、今後の計画でございます。御承知のとおり社会教育それからスポーツ

施設、近年補修・改修経費がかさんでいるところでございますので予定どおり全てを潤沢な資金

の中で進めていくということができる部分、できない部分いろいろございますが野球場の今後の

考え方といたしましてはバックネットが終わった後につきましては、ダッグアウトベンチですね

それからフェンスこれについての整備、またその次に本部席、そしてスコアボードという形で順

位づけをしているところでございますので計画的に修繕をしていきたいというふうに考えている

とこでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 
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○４番（堀川哲男君）  

今質問に答えられたことで、何年計画で計画されているでしょうか。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

本年度のバックネット、昨年のグランドから計算しますと、一応５年を目途にというふうには

考えているところでございます。いずれにいたしましても全体的な経費の中で若干前後すること

もございますが、基本的にはそのような形で進めたいと考えているところでございます。 

 

○４番（堀川哲男君）  

わかりました。 

 

○議長（田中誠君)  

伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君）  

今の堀川議員の質疑に関連するんですけれども、今おっしゃられましたバックネットがあがっ

て私の認識違いだったんですが、前回聞かせてもらったんですけども次年度にダッグアウトとい

う確認だったんですが、次年度というわけではないというのが今わかったんですが、優先順位で

すよね、ダッグアウトやってその次に今度本部席をやって最後にスコアボードをそういうのは利

用者からの聞き取りからなってるものなのか、それともある程度の利用者じゃないところで考え

ているものなのかそこ１点だけお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

計画につきましては、基本的には利用者の方と意見交換をしながら決めているところでござい

ます。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

スポーツ団体支援事業の中で、スポーツ少年団協議会の補助ということがありますけれども、

参考までに現時点での少年団の数というのはそれに参画する子供たちの人数がわかれば。 

 

○議長（田中誠君)  
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生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

申し訳ございません。今手元に資料ございません。７団体、人数につきましては恐れ入ります。

のちほど答弁させていただきます。申し訳ございません。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

今の質問の主旨というは、教育長の執行方針中にも謳われてますけども、今の児童におかれる

体力の増進だとか体力向上に向けての取り組みということでやはり清里町内における子供の体力

委員会でもたびたび数字だとかありますけども、かなりやはり体力的には低い方なのかなという

認識は私自身持っています。そういった中でこの少年団活動、今現状の中では学校教育外での活

動なんですけども現実の問題ここに携わるコーチ、外部コーチになりますけども従来であれば、

学校現場の先生が、ある程度そういう少年団活動あるいはそういう多少のサポートができた環境

であったんですけども、今の現況はそういう部分ではありませんからそういう部分で国の方もか

なりそういう外部コーチの登用だとかそういう部分での今動きはありますけども、なかなか人材

も行政負担で見るとなるとなかなか難しいんですけども、そういった意味で、今置かれてる環境

の中で今後その中でどうとらえるか。教育長の中では、体育専科の教員云々もありますけども果

たして先生がそういう部分で見れるかどうなのかというのを、私自身もわかりませんけどもそこ

ら辺を踏まえた中でちょっと答弁を。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

まず先生方の置かれている環境についてはご承知のとおりかと思います。先生方の働き方改革

という中で特にですね、中学校高校の部活動これにつきましては、今後ですね１つの考え方とし

て社会教育が担ってはいかがかという、これは地域が担うということでの、国のまだそう決まっ

てるわけではございませんが１つの考え方が出ているところでございます。しかしながら、現実

問題、平日午後３時から６時位の間に毎日指導できる方が地域にいらっしゃるかというと都会は

ある程度いるんでしょうが、なかなか地方では難しい部分がございます。今後国も、財政的な措

置をしていくということ、それから部活動において外部指導者を入れることが規制緩和の中で最

近なされて規制緩和がされてきておりますが、なかなか人材がいなくて入っていないということ

が現状でございます。また少年団、小学校の部分につきましては体育専科の先生はあくまでもや

はり体育の授業をということでですね。これがまた放課後の活動ということで活動していただけ

るという状況ではございません。ただし体育専科の先生につきましては町のスポーツ推進委員に

任命をいたしまして、そして町全体の特に子供を中心とした学校外のスポーツ推進委員の活動で

活躍をしていただいているところでございます。いずれにいたしましても小学校における部分に
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つきましては、なかなか先生方が入ってということには今のところならないのかなというふうに

考えております。なお失礼いたしました、先ほどのスポーツ少年団の加入の人数、３０年度末で

ございますが１２８名でございました。申し訳ございませんでした。 

 

○議長（田中誠君) 

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君） 

今言われたようになかなか学校現場で、そのような少年団活動あるいは中学では部活動先生が

指導するという体質は働き方改革の問題だとかいじめの問題もありますけどもなかなか難しい。

今後どういう形がいいのかとなるとやはり少年団活動、あるいは中学校の部活動に関して言えば

その指導者というかコーチの協議会のあり方についても本町なりのものを作っていく方向性持っ

た方がいいじゃないのかなと。そこにはある程度の会社企業なりに勤めながらでも、土日であれ

ば良いですけども勤務時間外をおしてでも出向いてコーチされているという現実。これは少年団

だってあります。いろんなスポーツ界競技ありますけども、やはりそこら辺、近隣ではコーチだ

けの何か協議会なりを作る。あるいは支援を行政がするそういう受け皿はこうもって、少年団活

動、スポーツの活動を支援するというのが散見されますから今後の中でできるんであれば、そう

いう方向性も検討していく時代に来ているのかなとそこら辺もちょっと加味しながら、できるで

きないは、今後の中で検討していただくだけでいいなと思ってます。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

委員おっしゃいます部分でよく理解するとこでございます。現在教育委員会としましては指導

者の要請をするための経費で金目の部分についてはある程度保障しているところではございます

がなかなか現実問題一般の方々に平日入っていくのが難しいという状況がございます。そのよう

な中、一部協議におきましては協会の方が生徒を指導している状況もございますので、その部分

を参考にしながらですね、学校の現場とも話をしながらいい形、模索していきたいと思いますの

でご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

他、よろしいですか。それでは次に進みます。 

２目トレーニングセンター費。２５ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

確認なんですけれども、バスケットボールの更新工事請負費。委員会の説明の中で現存の２コ

ートある部分でのボードが経年劣化で使えない状況が生じているし、今使っているものについて

も今後経年劣化が破損する状況にあるさらに加えて、移動式のバスケットゴールというのは今日、

処分するという形なんですけども、しょっちゅうトレセン行くもので、現実的にボードが壊れて
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るのは今使えないのは１つですよね。ほかの３つについても検査をした結果、そういった経年劣

化の危険性が非常に高いというふうに認識してよろしいでしょうか。今使用停止は１つしかなっ

てないはずなんですが、その辺もう一回明確にしていただきたいと思いますが。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

今回、実際に破損破断した状況につきまして私も当初、これは例えば溶接等で直せるのかなと

いうことで担当に話をしまして実際にメーカーに現地に来ていただきまして状況を見ていただき

ました。そのような中、まずこれは直せるようなものではないという判断それか耐用年数、昭和

５６年でしたかに設置以来ものでございましたのでメーカーとも話した中、今後同じような状況

が生じてくるという危険性があるということから今回全てを更新することといたしました。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

当然昭和５６年ですから、非常に年数経過して、今回安全性の担保という形からも修繕を加え

ていくことについては了解したいと思いますが、関連した中でどこかの科目でお話ししよう御質

問申し上げようと思っていたんですけれども、委員会でもお話したとおり学校施設については、

小学校の統合が終わって、長寿命化計画に基づいて今年度、小学校の改修の工事に着手されてい

る実施設計の補正を計上されているという形で、学校教育や社会教育等の施設についても今後新

しい施設はほとんどないのかなと。今ある施設を有効に使っていくさらには適切なメンテナンス

を行いながら長寿命化の観点にたったときですね、今回一つ一つの科目では５００万とか７００

万という数なんですけども、非常に社会教育、社会体育文化施設等についての修繕経費が発生し

ていく。さらに、先ほど野球場の質問が他の議員からされたとおり、複数年にわたって３年とか

５年とある一定の年数を持ちながら遂行していく必要性もある。こういった状況を踏まえた時に、

やはり学校教育で取り組まれたように、社会教育文化体育施設についてもある一定の長寿命化と

か適正管理計画みたいなものをしっかりビルドアップしてですね。ある見通しの中で財政的な負

担の見通しもつけながら、利用者や町民の方もわかるような形で計画をしっかりやっていくとい

った形ですね。総合計画と全く別な観点でやはりどうしても、今ある施設の管理上必要ではない

かとういうふうに強く感じているところですけれども、そういった方向性について教育委員会と

してどういう考え方を持っているのか、そういった取り組みを積極的にやっていこうと。そうい

った考え方にたっているのかどうかも併せながら現段階における考え方をお示しいただきたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君）  

社会教育施設につきましては公共施設につきましては町の管理計画等がございますが、基本そ

れにのっとった中で考えていかなきゃならないのかなと思っています。 

その中、今回もそうでございますが、各施設修繕が多くなってきている。現場の中では施設ご

との何が今後修繕が必要かということについては、ほぼほぼピックアップが終了しているところ

でございます。ただ、今後検討していかなきゃならない部分といたしましては、その施設を今後

どう使っていくのかという視点これを持った中で、今後きっちり修繕をし、長寿命化をしていく

のか、またはもう今後の利用について見直しをそもそもかけていくのか、その辺の計画について

検討しなければならないと考えております。これらの検討につきましては次年度、次期の社会教

育中期計画が策定の年となっておりますので、ここで学習環境の整備という項目の中で、今後の

見通しを委員さんに諮問をしながら協議をし、アウトラインをつくっていきたいというふうに考

えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

今の課長からのご答弁あったとおり施設の適正管理と今後いろんな利用の活用のあり方という

のをやっぱり人口減少だとかある一定の限られた財源の中でしっかりと運営していくという観点

から、その全体的なビジョンというものをしっかりとビルドアップしていかなければいけない。  

単年度単年度の考え方だとか、そういった方向性ではなくて町民とそういった形の現状を共有

化していった中ですね。有効に利活用していくという形それは当然求められると思いますので、

今課長からお話あったとおり、新しい計画の中でしっかりと方向性を示していただきたいと、こ

のように思っております。答弁求めません。 

 

○議長（田中誠君)  

他、よろしいですか。次、進みます。 

３目町民プール費、２６ページ。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

確認なんですけれども、先ほど利用者の方に会ったら木部分が劣化して早急にやらなければ支

障をきたすというお話も、当然この施設は木材利用、そういった観点の交付金等を導入しながら

建てられた施設であってそんなに経過をしていない。あまり聞きにくいんですけれども、経年劣

化ではなくて、施工上の問題なのか。素材の問題なのか。もしくは経年劣化ということなのか、

その辺の今回修繕をする原因・要因というのはどのように担当課としては捉えているのか、それ

についてですね。御答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君）  

町民プールにつきましては、木をふんだんに活用した施設ということで、しておりますがこれ

につきましては、そもそも木で作るという意味で早い段階からのメンテナンス、塗装これは必要

であったということがまず一つ認識をしてある程度予定どおりのことなのかと思います。 

ただし、今回窓のサッシの部分につきまして木なんですけど、水滴等が溜まったりしている部

分がありまして、それによる腐食というのも見えましたのでその部分につきましてのステンレス

カバー等で、極力水に触れない形でのカバー等の設置をしていきたいというふうに考えていきた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

木構造と言った形で今言ったようなメンテナンスが持続的に必要だということについては当然

理解していますが、今回補正で計上された以外に近々にメンテナンス保障しなければいけない箇

所は生じていないという理解でよろしいでしょうか。利用者から色々と様々な部分で他の部分に

ついてもある一定のここ１年でしていかなければさらに環境が悪化するんではないかという懸念

の声も聞いているんですが、その辺の認識をどうもたれているのか改めて御答弁願いたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

木材の部分につきましては今年度実施する部分はもちろん全てではございません。一部という

ことになっておりますのでいっぺんにやるということではなく、場所を分けて年次計画の中で塗

装等をして、メンテナンスを図っていきたいということから今回終わった後もやっていかなけれ

ばならないという認識でございます。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

現場では非常にですね管理に苦労されていると聞いてございますし、先程の前段の質問と同じ

なんですけども、やはりそれぞれの施設の特質があって環境も違うという形の中で、なすべき修

繕とかメンテナンスとかはやっぱりしっかりやっていただきたいと思いますけども、やはり中長

期的なそういったきちんとした修繕計画とか長寿命化というのはしっかりと示した中で、やって

いかれるのが一番良いんじゃないないかなと。こういった問題が生じたからこうです、それは緊

急性だとか突発性っていうのは当然あるわけですが、それはそれで仕方ないと思いますけども、

現実的にあれだけ大きな施設それだけではございませんけども、他も含めてあるという現状の中
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において、ある一定の見通しの中でしっかりとビルドアップしていくということが今後どうして

も必要だというふうに認識しておりますので、再度担当課としてはどのように考えているのかそ

の取り組み、計画っていうですね次年度からの計画だけではなくして現状の把握をまず現実的に

先行しながらやって、それを計画に反映していくという手法論もあるわけでして、計画に着手し

なければ現状のチェックとか現状の把握はできないという話ではないと思いますから、その点も

含めながら今後の取り組みについてどのように考えられるか再度御答弁をお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君)  

生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君）  

現状の把握につきましては、日常的にそれぞれの施設の担当がやっているわけではございます

が、その中で先ほども申しましたが、それぞれの施設の中では把握しているところでございます

が、スポーツ施設なり社会教育施設一体となった年次的な部分についての計画までには及んでい

ないところでございます。いずれにいたしましても各施設の修繕箇所を必要なものを一通り抽出

した中で、実態をまた計画策定の中で委員さんにお示ししながら計画を立ててまいりたいと考え

ておりますので御理解いただきと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

あと、よろしいですか。 

４目スキー場管理費、２６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次、移ります。 

５目学校給食センター費、２６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次、移ります。ここで説明員交代となりますが質問漏れありますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

以上で一般会計歳出の質疑を終わります。暫時休憩いたします。 

 

休憩  午後 １時４２分 

再開  午後 １時４８分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩を解いて質疑を再開します。 

一般会計歳入の質疑を行います。２款地方贈与税、２ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君) 

なければ次移ります。 

１２款分担金及び負担金２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次、移ります。 

１４款国庫支出金、２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

ないようですので次に移ります。 

１５款道支出金、２ページから３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

ないようですので次に移ります。 

１５款道支出金、２ページから３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次に移ります。 

１６款財産収入、３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次に移ります。 

１７款繰入金、３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

よろしいですか。 

第１８款繰越金、４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次に移ります。 

１９款諸収入、４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

以上で一般会計歳入の質疑を終わりますが質問漏れはありませんか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

３ページのですね、不動産売払収入立木売払収入で３１６万８千円って出てるんですが、これ

に対しての経費というのは、どういうふうになっているのかをお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  
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池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

すぐ出ないようでしたら後程調べてですね。数字を教えていただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

他、ありませんか。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

確認なんですけども、もう１９款諸収入雑入で太陽光売電収入４００万円という補正予算なん

ですけれども、当初予算で計上されていなかった理由というのは何なのか。総計予算主義ですか

ら当然これは臨時費ではなくて当然毎年売電の収入はあるわけで、今回補正措置したというその

根拠をお示しいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君）  

太陽光の予算につきましては、議員御承知のとおりこの売電収入そのものを子育て基金に積む

というようなルールの中で計上させていただいておりまして、いわゆる施策的な取り組みの中で

ということで補正予算にさせていただいているという経過がございます。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君） 

基金を積むから歳入を補正で組むという、そういった論理が成り立つのか。極めて奇妙な論理

なんですけれども、その正統的な財政上の理論なんですか。通常的な売電というのは毎年あるわ

けであって、それぞれ施設で町の太陽光の施設を持っているわけで本来であれば当初予算で計上

された中において特定財源として売電を子育てに積むというそういった意味合いで今副町長は説

明したと思うんですけれども、売電そのものは通常的に計上的な収入ですよね。つまり臨時的に

６月補正というのは論理的におかしいんじゃないですか。 

 

○議長（田中誠君)  

副町長。 

 

○副町長（本松昭仁君）  

明年度以降、そういった部分もございますし現実的にそういった予算措置ができるわけではあ

りませんのでちょっと来年度以降参考にさせていただきたいというふうに思います。 
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○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君）  

何も駄目だって言っている話ではなくて財政のルール上どういうふうにやっていくかという基

本的な話だと私は認識しておりますのでそういった曖昧な答弁ではなくして、しっかりと補正と

してやっているわけですから。しかも経常的な収入はそこにしっかりと毎年見込まれて決算でも

出てきているわけですからそれは当初予算の中でしっかりとやれていくということが予算総計主

義の基本的な考え方にあると思いますので、その辺の整理をもう一度、しっかりとやっていただ

きたい。このように考えます。 

 

○議長（田中誠君)  

ということでよろしくお願いします。 

 

○副町長（本松昭仁君）  

十分に内容を精査させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

他、よろしいですか。それでは説明員交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩  午後 １時５２分 

再開  午後 １時５５分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩を解いて再開いたします。 

議案第２７号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について質疑

を行います。歳出、２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

なしということですので次に進みます。 

歳入、２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

ないということですので次、移ります。 

議案第２８号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）について質疑を行いま

す。３０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)   

ないということですので次、移ります。 

歳入、３０ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

次、移ります。 

以上で特別会計補正予算の質疑を終わりますが、質問漏れありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

説明員交代のため暫時休憩します。ここで１４時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩  午後 １時５６分 

再開  午後 ２時１０分 

○議長（田中誠君)  

休憩を解きます。先ほどの売払い収入の件について。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君）  

先ほど御質問のありました歳入の財産売払い収入のことに関してお答えさせていただきますが

歳入に見ております立木売払い収入３１６万８千円に関しましては、町有林の皆伐によるもので

金額の中身といたしましてはその売払いをする町有林の一山の価値から切り出すための事業費を

差し引いたものを歳入として計上しております。 

 

○議長（田中誠君)  

その件で面積だとかその立米数だとか、もしわかれば。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

面積に関しましては４．５ヘクタール分の売払い収入となっております。 

 

○議長（田中誠君)  

量についてはわからない差っ引きだからわからない。ということですのでよろしいですか。 

 

  ●議案第２６号 ～ 議案第２８号（各会計予算案の総括質疑） 

○議長（田中誠君)  

それでは議案第２６号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第１号）から議案第２８号、令

和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）までの各会計補正予算について、総括質疑

を行います。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

それでは総括質問をさせていただきます。 引町長も２期８年が経過されまして、今期３期目

の執行方針が昨日発表されました。その中で本年度より第６次清里町総合計画の策定への準備に
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入るというふうに書いてありますが、引き続き人口減少、少子高齢化対策に対応できるよう移住

定住対策、雇用の創出、体験型観光の推進、子育て教育のサポート、生活環境の充実、商工振興

策の強化、農業の安定。緑・札弦地域の活性化と環境の充実。特産品の販売促進など、各分野ご

との目標達成に向けて様々な角度から対応を進めていくと謳っております。ぜひですね清里町の

町民のためにですね、今後全力で実現・実行に向けてやっていただきたいというふうに私も思っ

ております。今日は今まで補正予算の審議もありましたので、私の方からは３点の質問をさせて

いただきます。まず１点目。緑町の活性化についてお伺いしたいと思いますが、昨年度より、こ

の地域で活性化プロジェクトということで、地域の方それから地域協力隊を含めて全員で１０名

以上の方が幾度となく会議を行っているという話は私も聞いておりますが、これに対しても行政

が中心となってやる上で、町長は緑町の活性化の将来図というものをいつ位までに自分の中で、

グランドデザインをして、実行していこうというふうに考えておられるのか。まずそこからお伺

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)  

総括質疑、前段において３期目の町政執行にあたって、激励励まし期待をいただきますこと肝

に命じながら町民の幸せ向上のために、今後４年間全力で取り組んで参る所存でありますので議

員各位におかれまして、いろんな部分におきまして御支援、御協力、御指導賜りますよう、宜し

くお願いを申し上げたいというふうに思います。それでは総括質疑１点目の緑町の活性化につい

て、でございます。本件についてはただ今も御質問をいただきましたように、緑の人方が自主的

な形の中で委員会を立ち上げ、そこに行政としても関わりながら、またその中に、さらには地域

おこし協力隊のお力をいただき、事務局的な対応としてその中で活躍をいただいておりまして、

現在までに１０数回にわたる議論を重ねてきたところでございます。そうした中でプロジェクト

もＡ部会、Ｂ部会と２つの部会で執行がされておりまして、Ａ部会におきましては、地元が今当

面ですね、地域の生活のために関わらなければならないこと。これらを中心とする部会として活

動を進めております。またＢ部会の方においてはですね、緑地域全体での活性化に向けた新たな

プロジェクトの掘り起こし。こういう部分を含めてのＡ部会、Ｂ部会の活動になっているところ

でございまして、現在そのＡ部会、Ｂ部会ともそれぞれ活動をしてきたわけでありますが、特に

Ａ部会につきましては当面する地域の生活課題によるところが大きいわけでありますので、これ

を先行させながらですね、次の体制を整えていくというようなことで進めている実情にあるわけ

でございます。一定の方向性が出てきた段階で、全体がまとまるまでということでなく、必要な

状態に相なった時点でですね、やはり予算を付けながら適正な時期に執行していきたいというふ

うに考えている次第でもございます。また現状として、それらの課題を議論していく中において、

やはりプロジェクトの委員さん同士の意見の食い違いとか、そういうものも若干出てきておりま

して、今、少しそこら辺を整理するために活動をちょっとの間停止している状況にあります。今

後、これらを再構築をしながら全体計画につなげて行きたいというようなことでありまして、委

員からもありましたように、いつまでにそれを予定しているんだということでありますが、私ど

もとしてはできるだけ早く全体計画が構築をしていければというふうに思っておりますが、地域
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の皆さん方の考え、それから進め方もありますので、しっかりと連携をしながら急がず慌てず、

そしてかつ遅れない。タイミングを見ながら時期を失しないように進めて参りたいというふうに

考えておりますので、御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)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

今、町長の答弁お伺いしていると、Ａ部会Ｂ部会があって、それぞれやってはいるけれども中

でいろいろな衝突があったりしながら、少しずつ進んでいると。それを踏まえた上で、できるだ

け早くということなんですが、あの地域の方々というのは本当に高齢化がどんどん進んでうちの

町の中でも本当に群を抜いて高齢化が進んでいる所なので、何をするにしてもやはりスピード感

をもってやらなければならないというふうに私も思っております。町長もですね、できるだけ早

くじゃなくて自分の中にもタイムリミットを作っていきながら進めていただきたいというふうに

思っております。それとですね、今緑町の活性化ということに関しては最近特にそうなんですが

別荘地域。あちらの方に本当に何軒か新しく移住して来た方、それから緑の町自体にも移住され

ている方。ここ数年の間にですね、私が知っている方でも何名かおりますので、会って私も色々

とお話させていただいたんですが、移住者の会というのを立ち上げてその中で移住者の方々の色

んな悩みだとか考え方、そういったもの、意見を聞く場が必要ではないかなと。まずは移住して

きやすい環境。他町それからもしくは本州の方からですね。そういったものを作るってことは、

まず行政として大事かなというふうには思うんですが、そういうことで移住者が少しずつでも増

えて、そして移住者からいろんな話を発信してもらう。我々だけがＨＰ、もしくは色んなところ

へＰＲすることではなくて、やはり実際に清里町に緑だけでありませんけども、緑・札弦。それ

から江南、それから美里、それから本町の町の中にも移住者はおりますので、そういう人たちの

やはり声を聞きながら色々な情報発信してもらう。それが最近緑が多いということなんで、私は

そういうふうに思ったんですが、緑の町のですね少しの活性化に結びつけていけるのであれば、

良いかなというふうには思うんですが、町長自身はどういうふうに考えておられますか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

移住者の会の立ち上げの関係のその前段でありますけれども、緑地区高齢化人口が減少かなり

速いスピードで進んでいるのも、事実でありますのでそれぞれに今立ち上げているプロジェクト、

身近なものからできるものからですね、取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、全

体計画についても極力早い時期にですね、それがまとまっていくように我々としても全力で取り

組んでいきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

それから移住者の会の関係でありますが、清里町の中にも移住者の会そのものが数年前まで実は

ありました。これは任意の団体でありまして、移住されてきた方々のそれぞれの仲間うちが口コ

ミで集まって、そういう会を立ち上げて、それぞれの活動をされていた。身近な相談ごとに悩み
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事そういう中で連携をしていたということでありますが、ここ１、２年ですね、さまざまな状況

があったんだろうというふうに思いますが、活動を停止しているというような状況になっている

ようであります。町としてはですね、移住して来やすい環境を整えていくと。これは大変大切な

ことではないかなというふうに我々も捉えているところでありますが、いろんな面で環境整備、

これは行政で当然やっていかなければならないものはやっていく。ただ移住者の会のようなです

ね、絆だとかそういうお互いの連携、相談ということになりますと、行政が直接立ち上げるので

はなくて、やはり移住してきた方々がそれぞれの思いで連携をしていっていただくと。そういう

ふうにしていった方が、より自由で活発でそういう活動でなってくるんではないだろうかなと私

自身はそういうふうにとらえている次第でもございます。行政としての環境の整備と、また自主

的な活動のそういう輪の中で、全体の町としても相談に乗ったり、また情報を提供したりという、

そんな対応ができればなというふうに思っているわけでありまして、いずれにしても移住者の皆

さん、それぞれの自治会に加盟されていると思いますので、やはり早く今までの人とまた移住者

の方が一体となってまちづくりや地域づくりができるような、そんな体制のために全体の中での

活動をいただければありがたいというふうに考えている次第でありますので、ご理解をいただき

たいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

緑に関しては前回ですか、常任委員会の中でも色んな話が出されまして、当然高齢者が増える

ことが、どんどんこれから増えていきますので、買い物１つにしても買い物難民であり、本当に

今日も色んな話が出ました。交通弱者でもあります。とにかく緑の街から動かれないんですよ。

何をするんでも足がない。地域交通もしっかりしていない。それで商店も本当に限られている。

そういった状況の中で、本当に閉鎖的な所に住んでいるんだっていう気持ちを持ってる方が数多

くおります。そういった中で私がこうやって見てるとですね、やはり緑の町というのは緑の湯が

中心になって人の流れがあるのかなというふうに思うんです。前回ですね、移住者の会の人達と

も色んな話をしたんですが、池下さん、なぜ緑の湯に町の執行機関移さないんですかっていう考

えのそういう話も聞いてるんですよ。というのは、あそこに行った方が人の流れが全てわかると

いうですよ。これ緑の湯の話ですけれども、要するに支所に行くよりも、緑の湯に行った方が色

んな面で色んな情報が入手しやすい。そういう情報も私に寄せられております。うちの町の退職

者の方がですね。長年ずっとあそこにいておられますけれども、当然支所があり、何か催し物が

ある時は支所がないと何もできない。葬儀に関してもそうなんですけど。そういうことを踏まえ

た上でですね、支所は無くせれないけれどもやはり当然今私が話したようなことも、これからは

念頭に置きながら何でもを進めていかなきゃならないかなというふうに思っております。そんな

中で緑の町、昨年３月に緑町小学校が閉校になってほんとに町の中が人の流れが悪くなっている

というのは目に見えてわかるようになってきました。反面、今別荘地域の方になりますけども、

この２年間の間に、あの地域だけで４つのお店の方が店をオープンされ、カフェであったり釣り

の関係であったりアウトドアの関係であったり、色んなオープンされまして、あちらの方が活気

があるような状況になってきました。このエリアと緑の湯の何とか連携をとりながらですね、少
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し離れてはおりますけれども、うまく連携を取りながら、緑全体で活性化というものを考えてい

った方がいいのかなというふうに思いますが、これに関してはどうでしょうか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

全体的な緑の町の活性化の関係でありますが、緑の分譲地には移住者の方が、かなり定住をさ

れるようになってきました。そしていろんな起業家の方もですね、随分とあの団地から出てきて

いるというのも実情であります。緑そのものの市外の中においてはですね、既存のお店は１件し

かない状態でありますし、また緑温泉そして緑支所と、そういう中核の部分にあってもだんだん

人の高齢化によって集まりが鈍くなってきているということも実情ではないかなというふうに思

っているところでありまして、先ほどのそうした集約化の議論もＡ部会 B部会ともに、そういう

話も徐々に出てきているというふうに聞いているところでありまして、その地帯的な部分だけで

なくて、旧市街地だとか分譲地だとかということでなくて、やはり緑の町１つとして全体的にど

うあるべきかという部分を含めた中で議論を進めていくべきではないだろうかと、そんな思いを

いたしているわけでございます。特に緑小学校が閉校になってから、なお顕著にそこら辺が出て

きているんじゃないかなというふうに考えているところであります。先ほどの話に戻りますけれ

ども、やはり緑町のプロジェクトをもう一度きちっと構築をしながらですね、そこの将来見通し

を明らかにし、そしてそれに対する対策をきめ細かく打ち込んでいくと、そういう流れにしてい

かなければならないものというふうに私自身は理解しているところでありますので、今後におい

てもスピード感を持ちながら進め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考

えております。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

町長も今おっしゃられた通り、本当にあっちの募集地帯の方が最近人の流れもそうですし、あ

あやって新店舗、次から次に色んな方が出されて、あちらの方は本当に賑わっているのかなとい

うふうに私も何度かあちらの方も車で行きまして、なるほどなというふうには実感したんですが、

ところがあのエリアに関しては冬になると除雪されないんですよね。というのは私有地扱いにな

っているために、うちの町道の指定管理の関係で、あちらの方の除雪に関しては行っていないん

ですよ。ただ私は思うんですけども、緑の町でああいうふうに活性化が温泉地域で進んでいる中

で、必ずしも夏だけや人が来るわけではなくて、冬も来るんですよ。コーヒーを買いに来る方も

冬だっているんですよ。同じ清里町民でありながら同じ清里の道路でありながら、あのエリア本

当に今まで除雪、今まで何人の方も議員の方であの部分に関して質問されている方いると思うん

ですが、やはり同じレベルで物を考えていかなければならない時期が来たんじゃないかなという

ふうに私は思うんですよ。自分で店を出した。でも冬になったら町は除雪もしてくれない。でも

税金払ってる。何かね自分でそこへ住んでいると不条理だなというふうに絶対思うと思うんです
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よ。水も流れている。ごみの回収も町が来てくれる。なのに一番大切な除雪に来てくれない。お

かしいと思うんですよね。こういう時代じゃないと思うんですよ。町の指定管理でこういった、

ある部分任しているところがあるんであれば、ここもしっかりと町道扱いにしながら皆さん同じ

レベルで物を考えて、しっかりとカバーしていくっていうのが私は行政として必要じゃないかな

というふうに思うんですが、これに対して今までこういうことを町はして来ないという実情はあ

りますけども、町長これに対してはどうですか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

緑の分譲住宅地内の道路にかかわる冬期間の除雪の関係であります。本件については以前から

色んな話題がでておりまして、議員さんも既に御承知のとおりというふうに思うところでありま

して、原則論からいけば町道でないところは町費をもって除雪をするということにはなっており

ませんし、今までもそのように扱ってきたところでございます。但し人道的な見地がありますか

ら、救急だとか火災だとか、そういう緊急事態が生じたときにはですね、これはまた別な角度か

らの対応をさせていただくということで、団地の方々にもお話をしてきたところであります。そ

れで我々としてもですね１つのクリアすべき事項というのは町道であれば問題がないわけですが、

私道をそのまま町道認定するというのはこれはあり得ないことでありますので、その敷地そのも

のについて、町の方に寄贈してもらうか何らかの措置をとっていただきたい。またこういう問題

かなり前から出ておりますので分譲地の所有者であります、大同開発工業さんの方にその旨をお

話をしてきたと。それで数年前に１回、わかりましたということでそれらに要する書類も全部持

っていって提出をいただくと。町の方としては、議会の方にも事前にお話をして、こういう状況

ですので出てきた段階では町道認定の手続に入りますというお話をしながらきたわけであります

が、いつの間にか音沙汰がなくなったというのが実態でありまして、それから現状変わっていな

いという状況が続いているわけであります。なので私もですね、できればしてあげたいというふ

うに思っておりますが、やはりそれには１つ１つクリアすべきものがあるんだろうなというふう

に思います。分譲団地だから良いんだと。町民の一般の取りつけ道路はだめなんだとこういう理

屈が今度通らなくなりますんで、やはりそこら辺をきちっと整理をするか、特例措置として扱え

ることができるのか。ここら辺も含めてですね、検討していかなきゃならんかなというふうに思

っておりますが、御案内のようにあそこの道路の下ボーリングして、温泉付きの分譲地でありま

すから、道路の下に全部配管がされております。今のままで仮に町が入ってですね、何かをして

除雪か何かをしたときに配管に支障を起こして損害を与えたら、町、損害賠償しなければならな

い。そういうことにもなってまいりますんで、そういうことが起きないような中での特例という

のが、果たして起こせるのかどうか。そういうものもしっかり踏まえて行かなければならないと

いうふうに思っているところでございます。基本的な原則論はありますから、まずはそれをしっ

かりと維持継続しながらただそうした中においても、特例的にも扱える物件なのかどうかも十分

に検討を加えさせていただきたい。少し時間がかかるかと思いますが、あちらこちら調べてみた

いなという思いもいたしているところであります。ただ、今の段階では指定管理にはその区域が

入ってませんから、改めてそこのところが除雪区域に仮に入っていくとかいうのは、所定の話し
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しても本来仕方ない話ですが、そうなった段階にはそこのあたりからも全部見直しをかけていか

なければなと。そういうような課題も生じてくるということも御理解をいただきたいというふう

に思います。以上答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

このエリアの質問。私は余りあのエリアに関しての質問というのは今までなかったんですが、

私がこの２期８年の中でいるうちに、以前いた議員の方でも何度かこのエリアのことに関して質

問をした経緯がありまして、その当時の答弁と今の答弁とさほど変わりはないのかなというふう

には思っておりますけどもですね。状況が今と昔と違いますし、あそこのエリアの方々が本当に

うちの町の例えば、神の子池であるとか宇登呂で観光で来た方のアシストのためだとかって結局

いっぱい色んなサポートのための事業を始めている方がいっぱいいるんです。このエリアに。と

いうことは、うちの町の町民と何ら変わりない。その辺の本当に私道の３０メートル５０メート

ルにある地域の人達は違うということなんですよ。やはりエリアだけで本当に相当なメーター数

がある。道路に関しては。やはりですね、町長おっしゃってましてクリアするためには、本当に

特例措置も辞さないという考えをお持ちのようですが、やはりですね、これもう何年間も経って

いますので、お互いにこれ、向こうの会社とですね、こちら側からも歩み寄って行くような形を

とりながらでも、進めていくような形でないと、これ解決しないのかなというふうに思うんです

よ。向こう側から来るのを待っていてもいつまでも来ないと思うんですよ、私は。ぜひですね、

こちら側からも積極的に歩み寄っていって、町民のために人力を尽くしていただきたいというふ

うに思います。 

続いてですね、２問目の交流人口の増加に向けてということで質問させていただきます。観光

振興の点からいう清里の町はですね、本当に斜里岳、神の子池、裏摩周、さくらの滝色々とあり

ます。特に近年は本当に年間で清里に来町される方が５０万人位という話も聞いておりますが、

その中でやはり来られる方が一番立ち寄る所が道の駅なのかなというふうに私は思うんですよ。

斜里、網走から来る方も摩周湖の方からぐるっと弟子屈をまわって、さくらの滝。それから神の

子池と回ってくる方もやはりパパスランドが一番人が多くなるのかなというふうに思ってます。

特にですねこの５月、今年は特に１０連休ありましたんで、そのあたりからおよそ１０月。寒く

なるくらいまでのキャンピングカーが多くなって、今まさにですね本当にうちの町のパパスはピ

ーク時間というふうな感じがしております。しかし今一番この忙しい時期に道の駅であります、

レストラン部分これは毎週定期的に定休日をつくって休んでおります。この問題ですね、実は昨

年常任委員会の中で取り上げまして、ぜひですね、こういった休みをつくる、そういうことじゃ

なくてしっかりとやっていただきたいと。特にその辺のレストランでありません。道の駅という

名前、看板を背負っているんです。うちの町の看板を背負っているところがなんで、ぜひ改めて

休みなく一生懸命やっていただきたいという指摘を、昨年もしましたけれども一向に改善されて

おりません。いまだに毎週休みです。町の顔であります道の駅はこのような状況で町長聞いてお

るというふうに思いますが、指定管理者として町が指定管理者に何も言わないでこのままの状態

で良い訳はないというふうに私は思います。その部分に関して、町長はどのように考えておられ
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るのかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君) 

前段の緑分譲団地内の道路の除雪の関係でありますが、今現在音沙汰がないというのが実情で

ありますが、そのまま放置しておいても、やはりこのままの状態がいつまでも。ということにな

りますので、委員からありましたようにこちらの方から大同の方には１回確認をいれておきたい。

その中でどういうふうに扱っていけるか。歩み寄るということよりもやはり整然とやっていかな

きゃならんというふうに思っておりますんで、それに条件がお互いにしっかりとかみ合うかどう

かやっていければなというふうに思っております。それから道の駅のパパスランドのレストラン

部門の関係であります。御指摘のようにレストラン部門、従前２人の調理員の方がおられました

が、お１人が昨年辞められたと。３月に辞められたということで、その以降ですね一人になった

もんですから、一人ではなかなかやり切れないという形の中で、調理人の募集をしながら進めて

きたというのが実情でありますが、途中経過、募集に応じて来られた方もおりますが、すぐ辞め

しまわれるとそんなようなことがありまして、チーフ一人で最初は頑張ってきたんですが、もう

やはり限度が来たというようなことでそのままでは体を壊すというようなこともあってですね。

基本的に施設は無休での指定管理をお願いしているのが事実でありますが、実態としてやむを得

ない状況になってきたというようなこともありまして、現行においては定休日を週に１回設けな

がら運営をしてきたというのが実態でございます。利用者の皆さんには大変御不便をおかけいた

しております。申し訳ないことだなというふうに思っております。またこうした状態、パパスの

利用者の方はもちろんでありますし、また経営の面から考えても、決して好ましいという姿では

ないというふうに我々も理解をしております。パパスの社長さんの方に今まで数度、数十回の申

し入れをしながら早急な是正をお願いしたいということで進めてきたわけであります。その中に

おいてもですね。今日まで現状の形が続いているというのも実情であります。ただあの５月の末

にパパス社長さんから連絡がありまして、６月から調理人を配置、採用をすることはできた、つ

いては７月からは、無休の形で取り扱いをしていくと。いうことで連絡をいただき、この方向で

今進んでいるということでありますので必ずそういうような形になるように進めてもらうことに

ついても改めて申し入れをして行きたいというふうに思いますし、今後においても、こうした事

態が生じないように人事管理等を含めながら適正な対応をしていただけるように、しっかりと連

携をとってまいりたいというふうに考えておりますので御理解を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)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

そもそも指定管理というのは民間のノウハウを生かして、町の代わりにやるということなんで

すよ。基本的には。それが何ヶ月間も続いてきた。それで町の担当も多分何回か言ってると思う
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んですが、全く効果がないんです。それと何年か前から新しくなりましてこの経営面の指定管理

費に関してだって、常任委員会の中で何度も何度も言いましたけども当初１千８００万だった。

その指定管理費。あの当時緑の湯も抱えていながらの１千８００万円。それで独立したときはど

ういうふうになりますかねと当時話をしましたら、だいたい３分の１ぐらい。６００万ぐらいと

いう話だったんですよ。それぐらいで指定管理費十分かなと。私はですね。その６００万に対し

ても緑清荘だって指定管理をしているけれども、１円もいただいておりません。それで６００万

っていう話が出たときにどうしてお金を貰わなかったらできないんですかって話をした。その当

時の課長さんに、私が言っても始まらないという部分もありましたけれども、６００万ぐらいで

推移したいというふうに思いますんで認めていただきたいという話はされて新しくなりました。

実際スタートすると倍ですよ。１千２００万。それで何年か経って今１千万以上です。ところが

今は緑と分離しているんですよ。分離しているにもかかわらず、パパスだけで１千万以上。緑の

湯は、ヴェルデが運営してますけれども年間７４０万ぐらいかな。そうすると両方で１千８００

万になっちゃう。道の駅は新しくする前の金額となんら変わらない。でも昔から見たら、今の方

が数倍も訪れている方が多いはずなんです。利益が出てるはずなんです。でも運営費は変わって

いない。そうすると人間って１千万貰ったものを減らしたくないのは当たり前です。努力しなく

ても１千万くれるというふうに思っちゃうんですよ。だから町長私も口酸っぱくして言いますけ

れども、今までどおりやっていると、指定管理パパスだけではありません。どこの指定管理も生

ぬるくなっちゃいます。もっと根本的なところから指定管理の見直し等も含めてですね。考えて

いかなければならない時期が来たのかなと私は思いますがその辺に関してはいかがですか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

札弦の道の駅パパスランドの関係でありますが、基本的には収支を見ながら進めてきているの

も実情でございますし、また地域の振興のために施設を使って地域としてどういうふうに盛り上

げていけるかというような中での運営でございます。利益が出て収支が黒字であれば、基本的に

は指定管理料は払わないというのが原則でありますからそれの計算に基づいて、算定の結果、委

託料が必要な施設として指定管理料で委託料をお支払しているということでありまして、部門的

にはご案内のように温泉部門、それから売店部門、レストラン部門の３つを施設は抱えているわ

けでありまして、その部門ごとにですね、収支を出しながら進めているというのが実情でありま

す。利益が出てるにもか関わらず町の方からどんどん委託料で支払うと、そういうようなことに

はなっていないということだけは、御理解をいただきたいというふうに思います。基本的には指

定管理のあり方についてのお話もあります。その前段に一般質問をいただいているところであり

ますんで、そのときの答弁も差し上げております。見直すべきものは見直しをしながら、だけど

も継続をすべきものはしっかりと継続しながら全体の調整を図りながら、そしてただ単純に費用

対効果だけの話でもないというふうに思っております。地域にやはり雇用を起こすだとかそうい

う部分もありまして、活性化にどれだけ繋いでいけるかという部分もあります。特に札弦の場合

については、札弦神威オールネットというのがあってこの道の駅を地域全体で支えるという目的

のためにできた、そういう組織も盛んに活動いただいておりますんでそういう効果も、十分に認
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識をしながら進めていく必要があるだろうとそういうふうに思っているところでもありますので、

ご理解を賜りたいというふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

交流人口を増やすということで私が札弦のパパスランドの話をさせていただきましたけども、

やはりパパスを中心にきよ～るもそうですし、あちらこちら色んな交流人口の方が、緑清荘もそ

うですし色んな方が来られております。今回、緑の駅を起点に民間のウィラーという会社が、ネ

ット上で東北海道ネーチャーパスというものを購入された方へのオプションということで、緑の

湯に配置するということなんですが、電気自動車１人乗り電気自動車２台を用意されまして、神

の子池とか、裏摩周とかさくらの滝とか行くための交通手段。これＪＲを利用する方への対応で

こういったサービス。ＪＲの方で考えてやってるんだろうなというふうに思うんですが、町とし

て交流人口を増やしていくためにってことで言えば、町長はこのウィラーのやり方を見て町とし

てはどういうふうな考えを持っているのかなと思うんですが、いかがですか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

緑駅から観光地までの輸送手段としてウィラー社というのはアクションプログラムの委員会が

ありましてその委員会の構成員でもございますし、委員からありましたように、ＪＲ釧網本線の

活性化実行委員会の方から、業務委託の形で観光を軸とした利活用のそういう実証実験を行って

いくという中での一環であります。釧網本線を軸としながら、３日間の乗り放題のネイチャーパ

ス。これの発行を行う企画の中にオプショナルツアーとして緑駅から神の子池、またはさくらの

滝、そういう身近なところまでの輸送の１つの形として小型モビリティーi-ROADを２台設置を

すると。ただこれもオプションなもんですから、そのもともとのネイチャーパスを利用した方で

ないと利用できないというのが、ちょっとネックなんで、誰でも希望すれば乗れるのかなとそう

いうふうに理解をしたんですが実際は違いましてそのパスを購入した方の中のオプショナルツア

ーとして実証実験を行うということでの運用になってきたということでありまして、前段行政報

告させてもらいましたが、実行委員会の会議の中でもウィラーの方から、今年１年間の事業計画

という説明を受けております。その中で７月の８日から実際に緑駅に小型モビリティ―を配置し

て実証実験に入るというふうに伺っているところでもございます。町としてどう考えるかいうこ

とでありますが、緑から身近な観光地は結構緑はあるんですけども、実際は二次交通がないもん

ですから、駅で降りても何もできないというのが実態だったではないかと思います。そういう中

に小型モビリティーなりの移動手段を導入していただけるということは非常に喜ばしいことであ

りますし、それによって交流人口が増えますし、また小型モビリティーi-ROADは日本でもまだ

まだこれからの状況であるようでありまして、非常に珍しい取り組みということで、もう既にで

すね他の報道機関からも照会が来てるというような状況がありますので、ＰＲ効果にもすごく繋
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がっていくのかなという期待をしているというのが実情であります。またウィラーにおいても本

年度はこういう試験を行いますが、可能な限り来年以降についても継続できればということで、

いろんな方策を今も模索中であります。町としても将来的に渡ってこういう形が、ウィラーでな

くても、そういう形で事業者が参画をしてもらえれば、非常に効果が出てくるんではないかなと

いう思いをいたしているところでありますので、今後ともしっかりと、そういう連携をとりなが

ら進めていければということで考えているところでありますので、ご理解を賜りたいというふう

に思います。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

町として今後考えていくということなんですが、実際に交流人口増やすということになったら、

本当にこれが良いという政策はなかなか無いと思うんですが、やはりいろんな施策、アイディア

が必要でやっぱり今後ともそのときどきのやっぱりニーズに合ったやり方が必要かなというふう

に私も思います。何年か前にそれこそ道の駅パパスランドができるときに、基本設計の段階で言

った記憶があるんですが、これからは電気自動車が増えてくるんではないかということが予想さ

れておりましたんで、道の駅には充電設備が必要になるという話をさせていただきました。常任

委員会の中でですけれども。前向きに検討するという話はされたんですが、実際的にはつかなか

ったと。うちの町の状況を見ますと、電気自動車の充電設備があるのは本当に緑清荘だけでこれ

も普通充電、２００ボルトの普通充電。これは充電するためには一晩かかるんですよ。実際には、

宿泊者しか使うことができない。一般の人は町民であろうとも、観光客であろうとも、一切使え

ない。やはり、これから色んな方々にうちの町に訪れていただくためには、こういった設備も今

後必要かなと。観光客の方が使うことを想定してっていうこともありますけども、阿寒摩周の中

に神の子池も入りまして、やはり交流人口も少しずつでも増えていく。そして日本で一番美しい

村連合にも加盟したってことも加味しますと、やはり色んなことをやってなんぼのものかなとい

うふうに私は思いますので、我が町で言うと道の駅か、きよ～るか、それもですね普通充電では

なくて、満充電になるようなためには３０分でできる急速充電器これが必要かなというふうに思

います。いろいろと交流人口を増やすためにいろんな政策、いろんなアイディア、他町村もいろ

んなこと考えてやっておりますけれども、こういったことも視野に入れながら、今回地球温暖化

対策という観点からも、今回の補正で３００数十万の二酸化炭素排出の問題で、補助金つけてお

りますけども、そういった観点からもこういった考え、こういった設備も必要になってくるんで

はないかというふうに思いますが、町長今の段階ではどうですか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

パパスランドの駐車場に当初の設計の段階で、電気自動車が徐々に増えてくるだろうというこ

とで充電器の整備をしていきたいという考えのもとで当初進んだことはもう事実であります。実
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際に設計する段階、当初駐車場と施設の一体的なものでなければならんということもありました

んで、そういうことで一体的に今一緒にやらなければということで進めてまいりましたが、実際

にまだまだその自動車が普及されるには相当時間がかかる状態でもありました。そして現実問題

としてイニシャルコスト設備費自体もですね、かなり高額でしたし、ランニングコストも月相当

な額になるということもありました。検討している最中にですね、一体型でなくても将来的な課

題として実施できることになりますよということになりましたから、現実問題としてまだちょっ

と時期尚早だなということで基本設計から外し、実施設計段階ではですね。そのものを外したと

いうのは、実情でございます。また緑清荘の関係については、宿泊客だけの対象にしておりまし

て、あれはそんなにイニシャルもかかっておりません。というのは８時間かかっての充電ですの

で、普通の２００V のコンセントだけ出せば良かったというようなこともあったもんですから、

それはそれでやったわけですが、この急速充電の３０分だけはそうはいかないというようなこと

もありまして、ちょっと様子を見させてもらったというのが実情でございます。しかしその後、

徐々に増えてきておりますようにまた交流人口も徐々に増えてきてる、また車の台数もですね、

増える可能性が十分にあるという状況の中で、少しずつ情勢が変わって来ておりますので、そこ

ら辺しっかりと見極めながら結構そんなに安いもんでないですから、やっぱりそこらへん費用対

効果も考えながらですね、進めていく時期に来ているし、またある一面やはり地球温暖化の観点

からも考えていく。そういうＰＲの１つの材料にもなってくるというふうにも理解はしていると

ころでありますんで、十分に検討させていただきたいなということでありますので御理解をいた

だきいうふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

この問題はですね私がちょっとネットで調べました。イニシャルコストとしては３００万～６

００万ぐらいかかるそうです。年間のランニングコストとしては７～８０万は黙ってかかるだろ

うと。ちなみにこの設備に関しては、斜里町は９機、網走が１１機、北見１５機。ただ、やはり

普通充電が多くてホテル関係が多い。例えば日産自動車とか三菱自動車は、自社で急速充電を備

えてはいるんですけども、やはり温泉ホテルですとか、道の駅ですとかっていうのは急速充電も

あるところはあるんですが、普通充電が多いです。結構電気自動車に乗ってる方はそういった充

電設備があるところをしっかりと検索した上で走っていることが多いので、ぜひ小清水にはあり

ませんし、我が町につけていくと何らかのプラス要素はあるのかなというふうには、私は思いま

すけども今後検討していただきたいというふうに思います。 

それとですねＪＲの問題で、今清里町の町に降りても清里町から例えばどこへ行くんでもです

ね。例えばきよ～るに行くんでも、どこへ行くんでも駅から降りた方はほとんど歩きなんですよ。

それできよ～るで確かやってますけども、レンタサイクリング。これを駅もしくは駅に置けない

場合は、コミットを利用してそういったサイクルリング。例えば清里町に降りてどこどこ行きた

いんだけれども、歩いて行くのも大変かな。確かきよ～るでカードを発行してまして、それを求

めて来る人がＪＲで来るって話を聞いたことがあるんです。でその時にＪＲも時間帯がなかなか

うまく接続できないと。歩いて行くには遠いきよ～る。是非清里町駅にそういうレンタサイクル
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もしくはコミットにそういうレンタルサイクルを用意していただければ、うちの町の探索にも繋

がるのかなというふうに私はちらっと思ったんですが、ぜひ検討していていただきたいというふ

うに思います。 

最後になりますけどももう１点、公営住宅の今後の取り組みについて少しお話をお伺いしたい

と思います。今回の補正予算中にも町内の公営住宅の修繕料ということでおよそ９００万。これ

長寿命化計画の中で進めているというふうに私も認識しておりますが、今年の冬ですね。新町さ

くらんぼに入居された方がおりまして、まず町の担当者とさくらんぼ団地に行きましたら、まず

は窓ガラスが割れていた。それは担当の者がいましたんで、後日直したんだと思います。入居後

ですね、水道の元栓をひねると、壁から異様な音がする。水が流れているような音がする。元栓

を閉めて水が漏れていた場合、壁の中なので自分で対処できないんで、とりあえず業者の方に連

絡をとって業者の方立会いのもとで壁を開けたところ中の水道管が破裂していた。破裂していた

んで、当然直さなければ入れないんで、そのことに関しては町の担当者も知ってるのかなという

ふうに思うんですが、こういうふうになる前に入居者が申し込んで入ることが決定した段階で、

なぜ事前にすべて確認をしないのか。私不思議に思ったんですよ。窓ガラスが割れていたのもそ

うですし、しっかりと元栓を出して水を出していつでも入れる状況をつくって貸し出すのが普通

じゃないかなというふうに思うんですが、これがそういうふうにされていなかった。いかがなも

んかなというふうに思いますが今後こういうことのないようにしっかりと事前にですね、確認し

た上でやっていただきたいというふうに思います。それと驚いたのは、この業者が来て壁を開け

た時に、水道管が破裂していただけではなくて、実は断熱材が入ってない。確かさくらんぼとい

うのは、築２０数年間かというふうに私は思うんですが築２０数年ですと断熱材がないわけでは

ないんですよ。これを踏まえて１度調査した方がいいかなというふうに思うんですが、いかがで

しょうか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

町営住宅の管理の問題でありますが、その前に先ほどありましたがレンタサイクルの関係につ

いてお答えを申し上げたいと思います。今レンタサイクルそのものについては観光協会が扱いを

させていただいて、あそこで利用をいただいてるというのが実情でありますし、また町内の自転

車屋さんも時期的にはそういうレンタサイクルの扱いをされているところもあるようであります

ので、そこら辺もしっかりと調べてみなければというふうに思っております。多くの方々が清里

に来て清里を見てもらうということになれば、本当は駅前にハイヤーでもいればいいんですが、

なかなか現実的にはいつ乗るかわからないお客さんのためにそこにいるということにもならない

というふうに思っておりますから、レンタカーなりそういう手配がさらにつければいいんですが、

現状はそうなっていないのも事実であります。駅にレンタサイクルを置くとなれば、やはり管理

体制をどうするかということもありますんで、やはりコミットあたりが一番行く。そしてまたコ

ミットには商店街を回遊してもらうというのも１つの理由が起きてしてくるのかなと。今回の商

工振興計画の中でもいろんな交流連携事業がありますんで、そこら辺、どういう形になっていく

か別にしてもまた相談の余地もあるかなというふうにも考えている次第でもございます。 
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それから電気自動車充電器の関係は、先ほども検討させていただきたいということであります

が、当然その場合においてはお客さんが、最も多く来られる場所を優先的にやっていかなきゃな

らんだろうなというふうに思っております。しばらく時間がかかるかもしれませんけども、そこ

ら辺を十分精査しながら整理をさせていただければというふうに思うところであります。また町

営住宅の関係でありますがそういう実態をお聞きして私も画然という思いでございます。特に水

道管の破裂、下地が入っていなかったということになれば、これどういうことなんだと。設計そ

のものをまず確認してみなければなりませんが、そこに入ってることになっていれば、入ってな

ければならないのが本来の趣旨でありますから、そこらへん精査をさせていただければなという

ふうに思います。また現状としてはですね通常の管理というのは、外周りの草刈りだとかそうい

う管理は管理人を置いておりまして、その方々に計画的に管理していただいておりますが建物の

中、公営住宅の中という部分には、長い間使われてないときには、定期的に職員が行って、そう

いう中身の点検をしてきてるという状態であります。それから特に貸付けが決定したということ

になれば、事前に全部点検に職員が行ってそういう割れてるところがないか水漏れがないか、そ

ういう点検を全てやっているというふうに私は理解をいたしておりますし、所管の方でも当然そ

ういう対応をしていると思っております。ただ人間の目ですのでたまたま見落とすとか、そうい

う部分も中にはないとは言い切れないと思います。これからもしっかりとそういうことの無いよ

うに注意力を持って扱いをしていきたいというふうに考えておりますので御理解をいただきたい

というふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

池下昇君。 

 

○５番（池下昇君)  

しっかり点検をしてですね。借してあげて町民の方に喜んでいただけるような公営住宅のあり

方というものをやっぱりやっていただきたいというふうに思います。最近、公営住宅長寿命化計

画の中で進めていきながら、老朽化したものに対しては取り壊し。それで新しいものには新しい

ところに新しいのをどんどんつくっていくというのは流れの中でやってきながら、うちの町では

すべて完備できないために民間業者が建てた時には補助金を出しながら、そしてそこに住んでる

方にも手厚い助成をしながらということでやってきておりますが、近年では羽衣第２、第３です

ね。ひまわり団地が特に完備が進んでおりまして、非常に充実した公営住宅が立ち並んでおりま

す。特にここ数年間は１棟１戸建ての公住、これを中心に進めております。ところがですねやは

り私があそこの中に住んでいる方何名かに直接会って聞いたんですが、実は寒いという話が多く

聞かれました。それで寒いので、既存のついているストーブを大きいタイプに付け替えたいとい

うふうに業者と相談をしたところつけ替えられないという返答だったとそういう話も私聞いてお

ります。今後、色んなまだ建つスペースがありますけれども今後もつくっていくのであれば、や

はりそういうところに住んでいる方の話をよく聞き、やはり生の声を聞いたうえで、生かしてい

く。それでこのままじゃだめなんだというものを町側も知っていないとせっかく５万５千円も家

賃を払って入るのに、そういう状況、町民の人が入って２カ月しないうちに池下さん寒いんです

よねって言われたら私もはってなるんですよ。そういうものづくりでなくてあの公住家賃５万５

千円ですけど、つくるのに２千万～２千何百万もかかっているんです。どうせつくるんだったら
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どうして良いものをつくらないのかと思うんですよ。今後まちづくりの上でそういった公住も大

事な部分になります。ぜひですね入居者の声を生かしていくようなそういう公営住宅をつくって

行って欲しいというふうに思います。これが最後の質問でありますけれども町長にはすばらしい

答弁を期待しております。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

最後の質問だということですね、丁寧にお答えさせていただきたいというふうに思います。１

戸建ての住宅、非常に喜ばれていることも事実であります。使いやすいなという評価をいただい

ているところであります。寒いという話は初めてお聞きをしたわけでありますが、その感覚とい

うそれぞれ違いますから単純には何とも言い兼ねるところがあるわけですが、ただ１つですね、

考えられるのはストーブがですね、灯油ストーブなのかわからないわけですから、ストーブの能

力を全部計算はされてると思うんですよね。その居住の面積に対して、どれだけの燃焼のストー

ブをつければどういう暖まり方になるかと。電気の球と同じですよね。ですから通常的に寒いと

いう実情ちょっと理解できないんですが現実住まれてる方が寒いなということであればそのとお

りではないかなというふうに思います。私どもとしてはですね。快適な住環境それを求めている

わけでありまして、決して安い建設ではないと。しっかりとした建設をしているというふうに思

っておりますんでそこら辺についても、今後の中で技術屋さんもおりますから、しっかりとそこ

ら辺丁寧に見ていきたいなというふうに思っております。可能な限りですね、皆さんに喜ばれる

そういう公営住宅を目指していきたいというふうに考えているところでもあります。ぜひそうい

う意味においてですね、もうちょっと時間的な余裕をいただければと思いますし、また我々とし

てもしっかりと内容を精査をさせていただき、改善できるものは改善していけるようにしっかり

取り扱っていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

○５番（池下昇君)  

終わります。 

 

○議長（田中誠君)  

以上で議案第２６号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第１号）から議案第２８号、令和

元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）までの各会計補正予算の質疑を終結します。 

 

○議長（田中誠君)  

ここで１５時３０分まで休憩と致します。 

 

休憩  午後 ３時２２分 

再開  午後 ３時３０分 

 

○議長（田中誠君)  
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休憩前に引き続き会議を開きます。一括議題として上程されております、議案第２２号及び議

案第２６号から議案第２８号までの４件について、これから討論及び採決を行います。 

 

○議長（田中誠君)  

議案第２２号、清里町森林環境譲与税基金条例の制定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。これから議案第２２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２２号、清里町森林環境譲与税基金条例の制定は原案のとおり可決されまし

た。 

 

○議長（田中誠君)  

議案第２６号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第１号）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。 

これから議案第２６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２６号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（田中誠君) 

議案第２７号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）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。 

これから、議案第２７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２７号、令和元年度清里町国民健康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)  

議案第２８号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第１号）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。 

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。 

（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、令和元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。 

 

○議長（田中誠君)  

日程第３ 会議案第１号、清里町議会会議規則の一部を改正する規則を議題とします。 

本件について、提出者の説明を求めます。議会運営委員会委員長 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君）  

会議案第１号、清里町議会会議規則の一部を改正する規則について提案理由の説明を行います。

今回の改正は会議における発言の要求に関する規定を見直し、会議において議員が発言する際に

議席番号を告げることをなくすものであります。審議資料（議会関係）の１ページ新旧対照表を

ご覧ください。第５１条中の下線部分。自己の議席番号を告げ、この部分を削除するものであり

ます。附則については施行期日を定めております。以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君) 

お諮りします。本件については、討論を省略し採決したいと思いますがご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君) 

異議なしと認めます。 

これから会議案第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって会議案第１号、清里町議会会議規則の一部を改正する規則は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長（田中誠君) 

ここで議事の都合上、日程第４ 意見案第２号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書につ

いてから、日程第７ 意見案第５号、北海道最低賃金改正等に関する意見書についてまでの４件

を一括議題とします。４件について、提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会委員長 池

下昇君。 

 

○総務文教常任委員長（池下昇君)  

総務文教常任委員会提出の意見案第２号から意見案第５号を説明します。 

議会提出議案をお開きください。意見案第２号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書につ

いて本件について地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとする。

令和元年６月２１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。１４段目から読み上げて説明します。現行の過疎地域自立促進

特別法は令和３年３月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共

的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を

充実・強化し住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。過疎地域がそ

こに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、

都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な

過疎対策を充実強化させることが必要である。よって新たな過疎対策法の制定を強く要望する。 

次のページをお開きください。意見案第３号、地方財政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、別紙の通り意見書を提出するものとする。令和

元年６月２１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．社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体

の財政需要を的確に把握し、これに対応し得る地方一般財源総額の確保をはかること。 

２．２０２０年度から施行される会計年度任用職員制度の構築・運用にあたっては、改正法の

主旨である処遇改善を行うための財源が必要であり、その確保を確実に行うこと。 

３．子ども・子育て支援新制度。地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者

自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と

人材を確保するための社会保障関連予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。とりわけ、

幼児教育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実に行うこと。 
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４．まち・ひと・しごと創生事業費として確保されている１兆円について、引き続き同規模の

財源を確保すること。 

５．森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を進め、林業需要の高い自治体へ

の譲与額を増大させるよう、見直しを行うこと。 

６．地方交付税におけるトップランナー方式の導入は地域によって人口規模、事業規模の差異、

各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、

廃止に向け検討すること。 

７．地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方

税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を行うこと。同時に、各種税制の廃止、減税

を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で代替財源の確保をはじめ、財政

運営に支障が生じることのないよう対応をはかること。 

８．地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特例の終了

を踏まえた、新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じ

ること。 

９．２０１９年度の地方財政計画では依然として４兆円規模の財源不足が生じていることから、

地方交付税の法定率を引き上げ、臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立すること。 

１０．自治体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。 

次のページ。意見案第４号、子供の貧困解消など、教育予算確保・拡充、義務教育費国庫負担

制度堅持、負担率２分の１への復元。３０人以下学級の実現に向けた意見書について。本件につ

いて地方自治法第９９条の規定により、別紙の通り意見書を提出するものです。令和元年６月２

１日提出。清里町議会総務文教常任委員会委員長、池下昇。 

２枚おめくりください。前文を省略し、記以下の内容を説明します。 

１．国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を無償とす

るよう、また、義務教育費、国庫負担制度の堅持、当面、義務教育国庫負担金の負担率を２分の

１に復元されるよう要請する。 

２．３０人以下学級の早期実現にむけて、小学校１年生から中学校３年生の学級編成標準を順

次改定すること。また、地域の特性に合った教育環境整備・教育活動の推進、住む地域に関係な

く子供たちの教育を保障するため、義務標準法改正を伴う計画的な教職委員定数改善の早期実現、

教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の実現のため、必要な予算の確保・拡充を図るよう要請す

る。 

３．給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消。図書費など国の責任において、教育

予算の十分な確保・拡充を行うよう要請する。 

４．就学援助制度・奨学金制度の更なる拡大、高校授業料無償化及び無償制度への所得制限撤

廃など、就学保障の充実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を図るよう要請する。  

次のページ、意見案第５号、北海道最低賃金改正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、別紙の通り意見書を提出するものとする。令和元年６月２１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。 

１．２０２０年までに全国平均１千円を目指すという目標を掲げた雇用戦略対話合意。経済財

政運営と改革の基本方針及び未来投資戦略。さらには日本１億総活躍プランを十分尊重し、経済
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の自律的成長の実現に向けて最低賃金を大幅に引き上げること。 

２．設定する最低賃金は経験豊富な労働者の時間額が、道内高卒初任給時間額９８０円を下回

らない水準に改善すること。 

３．厚生労働省のキャリアアップ助成金など、各種助成金を有効活用した最低賃金の引き上げ

を図ること。同時に中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効ある対策をは

かるよう国に対し要請すること。以上です。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

お諮りします。この意見案４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、新たな過疎対策法の制定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。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

従って意見案第３号、地方財政の充実強化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) 

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。 
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したがって意見案第４号、子供の貧困解消など教育予算確保・拡充、義務教育費国庫負担制度

堅持・負担率２分の１への復元、３０人以下学級の実現に向けた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、北海道最低賃金改正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) 

お諮りします。ただ今、可決されました４件の意見書の提出先並びに内容の字句等については、

その整理を要するものについてはその整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

異議なしと認めます。 

したがって意見書の提出先並びに字句等の整理については議長に委任することに決定しました。 

 

   ●日程第８ 意見案第６号 

○議長（田中誠君)  

日程第８ 意見案第６号、日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書についてを議

題とします。提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長、伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君）  

産業福祉常任委員会提出の意見案第６号を説明します。議会提出議案をご覧ください。意見案

第６号、日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守る意見書について。本件について地方自治

法第９９条の規定により、別紙の通り意見書を提出するものとする。令和元年６月２１日提出。

清里町議会産業福祉常任委員会委員長、伊藤忠之。次のページを開きください。前文を省略し、

記以下の内容を読み上げます。 

１．国民への安全で安心な食料を安定的に供給する観点から、わが国の食料主権と食料安全保

障を守ることを基本に、交渉内容の丁寧な情報提供を行い、国民合意がないまま交渉を拙速に妥

結しないこと。 

２．農業者の不安を払拭するため、国内の農業、農村をつぶしかねない米国の強硬な要求に屈

することなく、重要農畜産物の関税削減、撤廃及び輸入枠拡大などは断じて受け入れないこと。  

以上です。 
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○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「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したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

異議なしと認めます。 

これから意見案第６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって意見案第６号、日米貿易協定交渉から日本の農業・農村を守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。ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等についてはその整

理を要するものについてはその整理を議長に委任されたいと思いますがご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君) 

異議なしと認めます。 

したがって意見書の提出先並びに字句等の整理については議長に委任することに決定しました。 

  

●日程第９ 発議第３号 

○議長（田中誠君)  

日程第９ 発議第３号、各常任委員会議会閉会中の継続調査についてを議題とします。 

本件については既に各委員会で検討されている事項であり、各委員長から申し出のとおり、閉

会中の継続調査に付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。 

したがって本件については各委員長からの申し出通り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。 

 

●日程第１０ 発議第４号 

○議長（田中誠君)  

日程第１０ 発議第４号、議員の派遣についてを議題とします。 
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○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

本件については記載のとおりの内容で、議員の派遣を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。 

したがって本件については原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

○議長（田中誠君) 

これで本日の日程は全部終了しました。 

令和元年第３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４９分 


