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平成３０年第１回清里町議会定例会会議録（３月９日） 

 

 平成３０年第１回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   森 本    宏  

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   伊 藤  浩 幸 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 

    保健福祉課参与      長 野  徹 也 

    産 業 建 設 課 長   藤 代  弘 輝 
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焼 酎 醸 造 所 長     清 水  俊 行 

    出 納 室 長   熊 谷  雄 二 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 学 習 課 長   原 田  賢 一 

    農業委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

    監査委員事務局長   溝 口  富 男 

    選挙管理委員会事務局長    伊 藤  浩 幸 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   溝 口  富 男 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   同意第 １号  オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

   同意第 ２号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

   同意第 ３号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

   同意第 ４号  固定資産評価審査委員会委員の選任について 

   議案第 １号  清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

   議案第 ２号  清里町税条例等の一部を改正する条例 

   議案第 ３号  清里町営住宅条例の一部を改正する条例 

   議案第 ５号  清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第 ７号  清里町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関す 

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

   議案第 ８号  清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及 

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

   議案第 ９号  清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営 

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

   議案第１０号  清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

   議案第１１号  清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援 

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例 

   議案第１２号  清里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条 

例の制定 

   議案第１３号  清里町地域資源活用交流促進施設条例を廃止する条例 

   議案第１４号  町民会館条例の制定 

   議案第１５号  札弦センター条例の制定 

   議案第１６号  清里町穀類乾燥調製施設の指定管理者の指定について 

   議案第１７号  平成２９年度清里町一般会計補正予算（第６号） 
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   議案第１８号  平成２９年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第１９号  平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第２０号  平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

   議案第２１号  平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第２２号  平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第２３号  平成２９年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号） 
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                                                       開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、平成３０年第１回清里町議会定例会を開会します。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

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

より、議長において２番 堀川哲男君、３番 河口 高君を指名いたします。 

 

●日程第２  会期の決定について 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 本定例会は、平成３０年度当初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・予算審査・その他一般議案などから判断して、本定例会の会期は、本日より３月１５日

までの７日間とすることが適当と思います。 

 以上が、議会運営委員会の結果でありますので、報告いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日から３月１５日までの７日間にし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

                              （異議なし） 

○議長（田中誠君） 

 「異議なし」と認めます。 

 したがって、会期は本日から３月１５日までの７日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（田中誠君） 

 日程第３、議長諸般の報告を行います。 

 事務局長に報告させます。議会事務局長。 

  

○議会事務局長（溝口富男君） 

 議長諸般の報告４点について御報告申し上げます。 

大きな１点目、議員の派遣状況及び会議行事等の出席報告についてであります。（１）オホーツク
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町村議会議長会第６回定期総会が２月８日遠軽町で開催され、田中議長が出席しております。記載

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

ジの（３）、その他の会議行事等について、記載の会議行事等に議長はじめ各議員が出席しておりま

すのでご報告申し上げます。 

大きな２点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況について。２ページから３ページに記

載の期日案件で会議が開催されておりますのでご報告申し上げます。 

大きな３点目、例月現金出納検査の結果について。平成２９年１２月分、平成３０年１月分、2

月分について４ページから６ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告で

あります。 

大きな４点目、平成３０年第１回清里町議会定例会説明員等の報告について。７ページのとおり

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

 

○議長（田中誠君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（田中誠君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引 政明 君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは町長の一般行政報告について申し上げたいと存じます。 

まず大きな１の主要事業報告でございます。１点目のオホーツク管内における北海道立林業大学

校の誘致活動についてでございます。北海道が２０２０年の設立を検討しております林業大学の誘

致に向けて、オホーツク管内においては（１）に記載のとおり、流域ごとに誘致期成会を設置し、

それぞれ活動行ってきたところでありますが、④にありますように、改めて２月の８日にオホーツ

ク林業大学誘致協議懇話会を設立し、今後においてはオールオホーツクで誘致活動を行うこととし

たものでございます。なお懇話会会長には東京農業大学の黒滝学部部長、副会長には宮川紋別市長、

辻北見市長が就任をいたしております。また、２月の２１日には北海道に対し、懇話会役員による

要請活動が行われたものでございます。 

次に２点目の気象警報発令に伴う対応及び被害状況についてでございます。（１）の低気圧を通過

に伴う暴風警報でありますが、昨年の１２月２５日午前１０時５１分に暴風警報が発令されました

ので、同午前１１時に災害対策本部情報連絡室設置をいたしまして職員の非常時体制と町民の皆さ

んにはホームページ等とお知らせメールにより注意を喚起したものでございます。また（２）今年

２月１７日午後８時２０分発令の大雪警報に対しましても、同８時３０分に情報連絡室を設置し、

職員の自宅待機と町民の皆さんには所要の方法により注意を喚起したものでございます。なお、い

ずれの気象警報に係る被害については報告をされていないところであります。次に、（３）の３月１

日の爆弾低気圧の通過に伴う暴風雪及び大雪警報に係る対応でございます。午前１１時１３分に暴

風雪警報が発令されましたので、先の災害対応と同様に情報連絡室を設置し、職員の非常備体制と

避難者の準備、また町民の皆さんへの注意喚起を行ってございます。なお災害対応では、向陽・江

南の一部５戸で１日の午後９時半ごろより停電が発生いたしましたが、北電との連携のもとで、２
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日の午前２時に復旧をいたしたところであります。またそれ以外の災害について報告はされており

ません。気象情報でありますが、降雪量は斜里のアメダス地点で１日の午前８時から翌２日の午前

８時までの２４時間で３６センチ記録されております。最大瞬間風速は上斜里観測点で午後１０時

３分に２４メートル、札弦観測点で午後４時１７分に１２．９メートル、緑観測点で、午後８時４

１分に１２．２メートルであります。次に（４）の低気圧の通過に伴う気象警報でございます。本

日午前２時３４分に暴風警報が発令されましたので、２時５０分に情報連絡室を設置し、職員の非

常備体制とお知らせメールによる町民皆さんへの注意喚起を行ったものであります。なお、現在も

警報が発令中でありますので、非常備体制を継続しているところでございます。また警報への対応

でありますが、やまと幼稚園、各小学校中学校高校が臨時休校となっております。併せて学童保育

についてはお休み、緑スキー場は休業といたしたところであります。参考までに現在までの最大瞬

間風速は上斜里の観測地点で７時４１分に２１．８メートル、札弦観測点で７時１５分に１６．１

メートル、緑観測点で３時３１分に１２．４メートルでありました。次に、２ページをお開き願い

ます。 

３点目の斜里地区消防組合議会の結果についてでございます。アの平成２９年第４回定例会であ

りますが、去る１２月２６日、斜里町総合庁舎３階議事場で開催がされております。記載の付議案

件３件について可決承認がされたものであります。①は平成２８年度一般会計歳入歳出決算の認定

でございます。②の一部を改正条例につきまして、小清水分署の所在地が小清水町の住所表示及び

地番の変更に伴い改正となったものでございます。③の補正予算につきましては、人事異動に伴う

事務経費及び斜里分署のサイレンの修繕費、その他所要の経費を補正したものでございます。次の

イの平成３０年第１回定例会につきましては、今年２月２６日同じく斜里町総合庁舎３階議事場で

開催がされております。付議案件は記載の５件でありまして、いずれも可決の承認がされたもので

ございます。①の消防団に関する条例の一部を改正する条例では消防団長以下団員の報酬を見直し、

改定をしたものでございます。②の手数料条例の一部を改正する条例では政令の定めるところによ

り手数料額を改正したものであります。③の平成２９年度補正予算につきましては、実行予算に伴

う補正でありまして特異的なものはございません。④の平成３０年度に一般会計につきましては予

算の総額を７億６千５８５万４千円と定めたものでございます。⑤公平委員会委員の選任につきま

しては、この３月末日で任期満了となります奥谷委員の再任について同意を求めたものでございま

す。 

次に４点目の斜里郡３町終末処理事業組合議会の結果についてであります。アの平成２９年第３

回定例会でありますが、去る１２月の２６日、斜里町総合庁舎２階大会議室で開催がされておりま

す。付議案件につきましては記載の２件でありましていずれも可決承認がされたものでございます。

①の専決処分北海道総合事務組合規約、②の北海道町村職員退職組合規約、③北海道町村議会議員

公務災害補償等組合規約の変更協議につきましては、一部事務組合の名称の変更に伴うものでござ

います。④は平成２８年度一般会計歳入歳出決算の認定でございます。⑤の平成２９年の補正予算

につきましては、臨時職員の賃金と光熱水費の所要額の補正に伴うものでございます。次にイの平

成３０年第１回定例会でございます。去る２月の２６日斜里町総合庁舎２階大会議室で開催がされ

ております。付議案件は記載の４件でありまして、いずれも可決、承認がされております。①の職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は年末年始の休日を１２月２６日から翌

年の１月３日までとする改定でございます。②の平成２９年度の補正予算につきましては、し尿収

集量の減少に伴う収集業務の委託料の減額に伴う補正でございます。③の平成３０年度一般会計予
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算につきましては予算の総額を９千６８０万４千円と定めたものでございます。④の公平委員会委

員の選任につきましては任期満了となります奥谷委員の再任について同意を求めたものでございま

す。次に３ページをご覧ください。 

５点目のオホーツク町村会定期総会についてであります。今年２月１日に津別町ランプの宿で開

催がされております。付議案件につきましては記載の認定事項３件、議決事項３件、報告事項６件

でありまして、それぞれ可決承認がされたところでございます。また、総会終了後には鈴木網走開

発建設部長、根布谷オホーツク総合振興局長、松本オホーツク教育局長をお招きし、それぞれの部

局における当初予算及び事業計画などについて情報提供いただき意見交換を行ったものでございま

す。 

次に６点目の国際交流友好都市ニュージーランドモトエカ町への表敬訪問についてでございます。

２月の１７日から２１日までの５日間の日程でニュージーランドタスマン地区モトエカ町に田中議

長と私で表敬訪問をいたしたところでございます。１８日にはモトエカ清里友好協会を、１９日に

はタスマン地区事務所においてケンプトン市長を表敬訪問し、清里町の子供たちの受入れに対する

お礼と予定しております清里１２０年記念式典の出席並びに友好都市協定の再調印について要請を

いたしたものでございます。なお１８日にはモトエカ清里友好協会の皆さんによる歓迎交流会をい

ただき友好親善を深めてきたところでございます。 

次に大きな２の主要事業の執行状況についてでございます。議決工事の３月１日現在における進

捗状況でありますが、ケアハウス建設工事につきましては記載の工期工事内容により実施している

ところでありまして、建築主体につきましては、現在躯体工事が完了し、内部間仕切り、壁内装工

事の施工中でありまして進捗割合は８０％となってございます。電気設備では、躯体埋設管工事が

完了し各部屋及び天井裏配線工事の施工中でありまして、進捗割合は５４％となってございます。

機械設備では、各機械設備の設置及び給水暖房を埋設管の布設工事中でありまして進捗割合は５

１％となってございます。次に２１号橋補修工事でありますが、すべての工事が工期内に完了いた

しております。次に４ページをお開きください。 

大きな３の主な会議行事等の報告についてでございます。平成３０年清里消防団出初式でありま

すが、１月４日清里市街及び町民会館で行われたものでございます。町内外のご来賓の方々のご臨

席をいただく中、消防団をはじめ町民の皆さん９６名の参加をいただき、分列行進の後、式典にお

いての無火災表彰、永年勤続並びに功績表彰授与式が行われ、盛会のうちに終了いたしたところで

ございます。次に知床地方版図柄入りナンバー導入検討協議会総会についてであります。２月の１

６日、中標津総合体育館会議室にて開催がされております。協議案件は記載の２件でありまして、

現状における地方版図柄入ナンバープレート導入検討協議会の参加自治体につきましては、記載の

７町村であります。協議会の平成２９年度事業報告では、７月の実務者会議、８月の検討協議会の

設立、１１月には知床ナンバー導入要望書の北海道への提出行事活動の報告、そして平成３０年度

事業計画におきましてはナンバープレート図柄の募集、決定スケジュール等について協議を要して

おります。なお平成３０年度予算につきましては、事務事業の進捗推進に関する所要の経費につい

て、協議決定がされたものでございます。次に、第４０回まちづくり住民大会についてであります。

２月の２４日、生涯学習総合センターにて開催がされております。清里町まちづくり運動推進協議

会の主催の下、「若者が活躍するまちづくり、未来の清里町のために」をテーマに１７０名の皆さん

の参加をいただき、開催がされているものでありました。アンダー３０の４名の若者と町長の座談

会では、若者たちから清里町の優れている点や課題などを挙げていただいた上で、自分が町長であ
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ればやってみたいことなどの発言をいただく中、まちづくりや地域活性化の取り組みなどの意見交

換が行われております。また、地域おこし協力隊のお２人からは３年間の任期を迎え、活動の総括

と取り組みについてそれぞれ発表をいただき、最後に花と緑と交流のまちづくり委員会より自治会

花壇のガーデンコンテストの表彰と紹介が行われ、盛会のうちに終了いたしております。なお、今

回をもって、まちづくり住民大会は終了することとなりましたが、近い将来にまた新しいまちづく

りの可能性や発展性をみんなで共有できる、こうした活動が再スタートすることを希望するところ

であります。 

以上申し上げ、町長の一般行政といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（質疑なしとの声） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、「町長一般行政報告」を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第５、「教育長一般行政報告」を行います。教育長 岸本 幸雄 君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな１、主な会議行事等の報告であります。１点目、小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事

業地域報告会について。本事業は、平成２７年度より北海道教育委員会より研究指定校として指定

を受け、地域の未来を担う人材を育成するため、町や地域の企業などの支援を受けながら小中高連

携したキャリア教育に取り組むもので、清里小学校、清里中学校、清里高校が指定を受け、実施を

しております。今回は清里小学校５年生、清里中学校１年生そして清里高校生がそれぞれ地元の食

材を活用して開発したレシピの試食会が行われるとともに３年間の本事業の取り組みの成果を発表

いたしました。また清里町社会教育委員長の柳谷克彦氏を講師として、清里の魅力発信と題したワ

ークショップを行い、小中高校生が一緒になってふるさと清里の魅力は何か、魅力を発信するため

にはどうしたら良いかなどについて意見交換をし、最後にその方策について発表いたしました。当

日参加者は、児童生徒のほか、教職員、保護者、オホーツク教育局職員と合わせて１１０名の参加

により行われました。 

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

徒の基礎学力の定着と受験等に向けた学力向上を目指し、冬休み学習サポート教室が開催されまし

た。今回は小中学校が記載の３日間、清里高校は冬休み期間中を通じて、それぞれ開催され、合計

で２０４名が参加いたしました。なお小学生の学習指導には、清里高校生もボランティアとして参
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加をしております。 

３点目、平成３０年清里町成人式について。１月５日プラネットにおいて新成人対象者４６名の

うち３５名の出席のもと開催され、主催者式辞、来賓祝辞の後、新成人が一人ずつ二十歳の誓いを

述べました。また、式終了後には、新成人自ら組織する実行委員会主催による祝賀会が行われまし

た。 

４点目、清里中学校地域提言発表会について。２月２３日、清里中学校において総合的な学習の

時間の取組みとして、中学生の視点で考えまとめた清里のまちづくりについての提言発表がありま

した。今年のテーマは魅力広がる未来の清里町と題して３年生４５名が８つの班に分かれ発表を行

い、町長よりそれぞれの提言に対して回答いただくとともに、商工会事務局長及び私から全体的な

講評を行いました。中学生から提言した内容につきましては、今後の町づくりの参考とさせていた

だきたいと考えております。次に２ページをご覧ください。 

大きな２、教育委員会の開催状況であります。平成３０年第１回教育委員会が１月１８日、第２

回が３月１日に開催され、それぞれ記載の案件について審議決定されております。 

続いて大きな３、その他の１、全道大会の出場入賞結果等についてであります。本年１月から３

月にかけまして記載の（１）、（２）３ページに参りまして（４）、（５）のとおり本町の中学生及び

高校生がスケート、スキー、水泳の各競技において全道大会に出場し、中学校スケート大会におい

ては、１年林拓磨君並びに２年居城真衣さんが全国大会出場権を獲得しております。また一般成人

におきましては、（３）に記載のとおり清里町プライズクラブが北海道青年農業者会議において、土

地利用型作物部門最優秀賞となり、昨日と本日に東京都で行われております全国大会に出場してお

ります。 

次に、２の全国大会の出場につきましては、（１）に記載のとおり２月３日から６日に長野市で行

われた第３８回全国中学校中学スケート大会に先ほど申し上げました林拓磨君と居城真衣さんが北

海道予選を突破いたしまして出場しております。以上のとおり、いずれの大会におきましても本町

中高生や青年の皆さんが管内及び全道の代表として、力いっぱい検討し活躍をしてきております。

以上申し上げまして教育長一般行政とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

（質疑なしとの声） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

これで「教育長一般行政報告」を終わります。 

 

●日程第６  同意第１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第６、同意第１号 オホーツク町村公平委員会委員の選任についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。副町長 宇野 充 君。 
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○副町長（宇野充君） 

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

のご説明を申し上げます。 

オホーツク管内の町村で共同設置をしております３名の公平委員会委員の内、奥谷公敏氏が３月

末日をもって任期満了となりますので、引き続き奥谷公敏氏を委員として選任いたしたく、地方公

務員法第９条の２、第２項及びオホーツク町村公平委員会規約第３条第１項の規定に基づき、議会

の同意を求めるものでございます。 

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

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

一部事務組合長が協議によって定めた候補者について、関係町村長が当該関係町村長の町村等の議

会の同意を得た上、共同設置団体長たる地方公共団体の長が選任するとした規定でございます。 

奥谷公敏氏は湧別町在住で、昭和２４年生まれの満６８歳の方でございます。同氏の履歴の詳細

につきましては、別紙に記載のとおりでありますのでご覧いただきたいと存じます。議員各位の満

場でのご同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、委員の任期は平成３０年４月１日から平成３４年３月３１日までの４年間でございます。

以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                         （質疑なしとの声） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 本件は、議会先例により、討論を省略します。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから、同意第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 賛成の方は起立願います。 

                                 （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

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

することに決定しました。 

 

●日程第７   同意第２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第７、同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま上程されました、同意第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由の
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ご説明を申し上げます。 

委員でありました、湯浅守雄氏の御逝去に伴い、新たに中平哲也氏を選任いたしたく、地方税法

第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。地方税法第４２３条第３

項は固定資産評価審査委員会の委員は、町税の納税義務がある者また固定資産の評価について学識

経験を有する者のうちから議会の同意を得て町長が選任するとした規定でございます。 

中平哲也氏は上斜里１２０番地にお住まいで、昭和４８年３月１４日生まれの満４４歳の方でご

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

お、任期につきましては平成３０年３月９日、本日から前任者の残任期間でありました平成３２年

６月２１日までの約２年間でございます。 

委員の選任につきまして満場でのご同意を賜ります様よろしくお願いを申し上げ提案理由の説明

とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （質疑なしとの声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

 本件は、議会先例により、討論を省略します。 

 これから同意第２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２号、固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同意す

ることに決定しました。 

 

○議長（田中誠君） 

日程第８ 同意第３号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 

提出者の説明を求めます。 町長 櫛引 政明 君 

                               

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第３号 固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由のご

説明を申し上げます。 

現委員であります、鈴木文雄氏は平成３０年の５月７日をもって任期満了となりますので引き続

き選任をいたしたく、法の定めるところにより議会の同意を求めるものでございます。鈴木文雄氏

は神威１０６０番地にお住まいで昭和２６年２月５日生まれの満６７歳の方でございます。次のペ

ージに履歴等を記載いたしておりますのでご参照いただきたいと存じます。なお、任期につきまし
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ては平成３０年５月８日から平成３３年５月７日までの３年間でございます。 

委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。 

 （質疑なしの声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

本件は、議会先例により、討論を省略します。 

                               

○議長（田中誠君） 

 これから、同意第３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。 

 

○議長（田中誠君） 

起立全員です。 

したがって、同意第３号、固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同意す

ることに決定しました。 

                              （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 日程第９、同意第４号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 

提出者の説明を求めます。町長 櫛引 政明 君 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今上程されました、同意第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由のご

説明を申し上げます。現委員であります、上本郁子氏は平成３０年５月７日をもって任期満了とな

りますので、引き続き選任をいたしたく、法の定めるところにより議会の同意を求めるものでござ

います。 

上本郁子氏は羽衣町２２番地にお住まいで、昭和２９年１月１５日生まれの満６４歳の方でござ

います。次のページに履歴等を記載いたしておりますので、ご参照願いたいと存じます。なお、任

期につきましては平成３０年５月８日から平成３３年５月７日までの３年間でございます。委員の

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、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。 

                              （質疑なしと声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

本件は、議会先例により、討論を省略します。 

  

○議長（田中誠君） 

これから、同意第４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。 

                               

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、同意第４号、固定資産評価審査委員会の選任については、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 

●日程第１０ 議案第１号 

 

○議長（田中誠君） 

日程第１０、議案第１号、清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 

                               

○議長（田中誠君） 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 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１号 清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、国民健康保険事業の都道府県化にあたり、国民健康保険法施行令が改正され

たことと、北海道国民健康保険運営方針において葬祭費の統一が図られるため、清里町国民健康保

険条例の一部を改正するものでございます。それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので、

審議資料の１ページをお開きください。 

１ページは改正の要旨、２ページには新旧対照表により改正箇所にアンダーラインにより示して

おります。改正の内容につきましては、１ページの要旨によりご説明申し上げます。 

改正の要旨といたしましては、国民健康保険法施行令の改正に伴うものでございます。概要に記

載しております、条例第１条から第３条については施行令の改正によるものであり、第１条につい

ては都道府県化により北海道と町がともに保険者となるため、町においては国民健康保険の事務と

改め区別化を図るものでございます。第２条につきましても、国民健康保険運営協議会が北海道と

町の両方に設置されることから区別のため、町の国民健康保険事業の運営に関する協議会とし、名

称を清里町国民健康保険運営協議会と定めるものでございます。第３条は第２条の改正に伴い、条

文の整理を行うものでございます。第７条は都道府県化に伴い、北海道国民健康保険運営方針にお

いて葬祭費の金額を北海道内統一の３万円とすることが決定されたことにより、改正を行うもので

ございます。 
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２ページをご覧ください。附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。以上で提

案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

これから質疑を行います。 

                              （質疑なしとの声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（討論なしとの声あり） 

○議長（田中誠君） 

これで討論を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

これから、議案第１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                              （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１号、清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 

 

●日程第１１ 議案第２号 

 

○議長（田中誠君） 

日程第１１、議案第２号、清里町税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 

 

○議長（田中誠君） 

 本件について、提案理由の説明をもとめます。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２号 清里町税条例等の一部を改正する条例につきまして提案理

由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令の一

部を改正する政令の施行に伴い、清里町税条例等の一部を改正するものでございます。それでは別

冊の審議資料によりご説明いたしますので、審議資料の３ページをお開きください。 

３ページから６ページは改正の要旨、７ページから２３ページには新旧対照表により改正箇所を

アンダーラインにより示しております。 

改正の内容につきましては３ページからの要旨によりご説明申し上げます。改正の要旨について
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は、法律及び政令の施行に伴うものでございます。 

改正の概要につきましては表に記載しておりますとおり、第８０条は軽自動車税の納税義務者等

について、環境性能割の納税義務者等について規定すること及び現行の軽自動車税を車種別に名称

変更する等の規定の整備を行うものでございます。第８１条は軽自動車税のみなす課税について、

法規定の新設にあわせて条を新設するものでございます。第８１条の２は日本赤十字社の所有する

軽自動車等に対する、軽自動車税の非課税の範囲について規定するものでございます。第８１条の

３から第８１条の８までは、法規定の新設に合わせて条を新設するものでございます。第８１条の

３は、環境性能割の課税標準について。第８１条の４は、環境性能割の税率について。第８１条の

５は、環境性能割の徴収の方法について。第８１条の６は、環境性能割の申告納付について。第８

１条の７は環境性能割に係る不申告等に関する過料について。第８１条の８は、環境性能割の減免

についてそれぞれ規定するものでございます。第８２条から第９１条までは法律改正にあわせて改

正を行うものであり、現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等の規定の整備を行うものでござ

います。第８２条は種別割の税率について。第８３条は種別割の賦課期日及び納期について。第８

５条は種別割の徴収の方法について。第８７条は種別割に関する申告または報告について。第８８

条は種別割に係る不申告等に関する過料について。第８９条は種別割の減免について。第９０条は

身体障がい者等に対する種別割の減免について。第９１条は原動機付自転車及び小型特殊自動車の

標識の交付等について、それぞれ規定するものでございます。附則第１５条の２から附則第１５条

の６までは、法規定の新設に合わせて条を新設するものでございます。附則第１５条の２は軽自動

車税の環境性能割の賦課徴収の特例について。附則第１５条の３は、軽自動車税の環境性能割の減

免の特例について。附則第１５条の４は軽自動車税の環境性能割の申告等の特例について。附則第

１５条の５は軽自動車税の環境性能に係る徴収取扱費の交付について。附則第１５条の６は軽自動

車税の環境性能割の税率の特例について、それぞれ規定するものでございます。附則第１６条は軽

自動車税の種別割の税率の特例について、グリーン化特例の１年間延長及び環境性能割の導入に伴

い、現行の軽自動車税の種別割に名称変更する等の規定の整備でございます。 

２３ページをご覧ください。附則につきましては、第１条で施行期日、第２条では、経過措置に

ついて定めるものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

これから質疑を行います。 

（質疑なしとの声あり） 

○議長（田中誠君） 

質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

これから討論を行います。 

（討論なしとの声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 
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○議長（田中誠君） 

 これから、議案第２号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

                              （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２号、清里町税条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

 

●日程第１２ 議案第３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１２ 議案第３号 清里町営住宅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３号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例につきまして提案

理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令整

備に関する法律の施行により、公営住宅法が改正されたことに伴い、清里町営住宅条例の一部を改

正するものでございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので、審議資料の２４ページをお開きください。

２４ページは改正の要旨。２５ページから２８ページには新旧対照表により改正箇所をアンダーラ

インにより示しております。 

改正内容の内容につきましては、２４ページの要旨によりご説明申し上げます。改正の要旨につ

きましては、法律の改正に伴うものであり認知症患者等の収入申告義務が緩和されたことにより、

改正を行うものでございます。概要に記載しておりますとおり、条例第１２条については公営住宅

法施行規則の改正に伴う条ずれの整理を行うものでございます。 

条例第１４条第１項については、現在、収入申告がない場合で請求を行ったにもかかわらず請求

に応じない場合は、家賃が近傍同種家賃となる規定となってございますが、条例第１５条第１項の

ただし書きに該当する場合には、その規定を適用しない旨の規定とするものでございます。 

条例第１５条第１項から第３項につきましては、認知症患者等について、収入申告及び報告の請

求に応じることが困難であると認められる場合においては、収入申告等を要しない旨のただし書を

加えるものでございます。また、ただし書きの規定に該当した場合の収入額認定の方法について規

定するものでございます。条例第３１条につきましては収入超過者が条例第１５条第１項、ただし

書きに該当する場合の家賃算出方法について規定するものでございます。条例第３９条及び第４０

条については、公営住宅法施行令の改正に伴う、条ずれの整理を行うものでございます。条例第５

３条につきましては、条例第１５条を準用する場合の読み替え規定を定めるものでございます。２

８ページをご覧ください。 
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附則につきましては施行期日を定めるものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第３号 清里町営住宅条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されま

した。 

 

 

●日程第１３  議案第５号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１３ 議案第５号 清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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５号 清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律の施行により、高齢者の医療の確保に関する法律が改正されたことに伴い、清里町後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正するものでございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので、審議資料の３１ページをお開きください。

３１ページは改正の要旨。３２ページから３３ページには新旧対照表により改正箇所をアンダーラ

インにより示しております。 

改正の内容につきましては、３１ページの要旨によりご説明申し上げます。改正の要旨について

は法律の改正に伴うものでございますが、概要に記載しておりますとおり、条例第３条第２号から

第５号において国民健康保険法の規定により住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の被保険者

とされているものが７５歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合に特例を引継ぎ、従前の住

所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とする旨の改正をするものでございます。また、附則第
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２条につきましては、後期高齢者医療保険制度の導入時における経過措置の整理を行うものでござ

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。以上で提案理由の説明といたします。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                         （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                         （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                               （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第５号 清里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり可決されました。 

 

 

●日程第１４  議案第７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１４ 議案第７号 清里町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第７号 清里町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由をご説明申し上げます。 

本件につきましては、指定居宅介護支援事業所の申請者の資格要件を市町村条例で定めることと

されたため根拠となる介護保険法の条文の追加と本条例で規定する事業者の要件が拡大されたため、

それを加えるものでございます。 

審議資料の３８ページ。清里町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

第１条及び第３条の改正は、指定居宅介護支援事業所の申請者の資格要件を市町村条例で定める

根拠となる、介護保険法の引用項目を追加するものです。 
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加えて第３条に拡大される事業者の要件、病床を有する診療所を開設しているものを加えるもの

であります。附則は施行日を規定します。以上で説明を終わります。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                                                     （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

                                                               （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第７号 清里町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第１５  議案第８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１５ 議案第８号 清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第８号 清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由をご説明申しあげます。 

本件につきましては、厚生労働省令であります指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準の改正に伴うものです。基準は国の省令に沿って、条例で定めることとされています

ので、今回の改正内容は国の省令改正と同内容としております。 

主な改正内容は１０点で、１点目は定期巡回随時対応型訪問介護看護等のオペレーターに係る基

準の見直し、同じく介護医療連携推進会議の開催頻度の緩和、同じく地域へのサービス提供の推進。

２点目は夜間対応型訪問型介護のオペレーターに係る基準の見直し。３点目は地域密着型通所介護

の共生型地域密着型通所介護の追加。４点目は療養通所介護の定員の見直し。５点目は認知症対応

型通所介護の共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直し。６点目は認知症対応型共同生活介
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護の身体的拘束等の適正化。７点目は地域密着型特定施設入所者生活介護の身体的拘束等の適正化。

同じく療養病床等から医療機関併設型の地域密着型特定施設へ転換する場合の特例。８点目は地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の身体的拘束等の適正化。同じく入所者の医療ニーズへの

対応。９点目は複合型サービスのサテライト型事業所の創設。同じく指定に関する基準の緩和。１

０点目はその他としまして、新たに創設される介護医療院について施設等の種類を掲げる規定のう

ち、必要な箇所に介護医療院を加えるものでございます。 

それでは審議資料３９ページ。清里町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧いただきたいと思います。目次に共

生型地域密着型サービスに関する基準を加えます。第１条及び第２条に共生型地域密着型サービス

の規定を加えます。次のページをご覧ください。第６条から４３ページの第３２条までは、定期巡

回随時対応型訪問介護看護のオペレーターの基準を見直し、日中のオペレーターの兼務について、

夜間、早朝等同様に認めることとします。オペレーターに係る訪問看護のサービス責任者の経験に

ついて、３年以上を１年以上に変更するものです。 

４４ページをお開きください。３９条第１項の改正は、介護、医療連携推進会議の開催頻度を緩

和する改正です。同条第４項は、地域へのサービス提供を推進するための改正です。 

次のページをご覧ください。４７条から４６ページの５６条及び４７ページの５９条までの改正

は夜間対応型訪問介護のオペレーター基準を見直すもので、オペレーターに係る訪問看護のサービ

ス責任者の経験について３年以上、１年以上に変更するものです。 

４７ページをご覧ください。５９条の３から５１ページの５９条の２０までは字句の調整を行う

ものです。 

５１ページをお開きください。第５節として、共生型地域密着型サービスに関する基準を新たに

規定するものです。第５９条の２０の２は、共生型地域密着型サービスを受ける事業所の従業者の

員数と他の関連施設からの技術的支援を受けることを規定しています。 

５３ページをご覧ください。第５９条の２０の３は、規定の準用と読替の規定であります。 

５５ページをご覧ください。新たに５節を追加しましたので、改正前の５節を第６節に繰り下げ

ます。第５９条の２５の改正は、療養通所介護の定員数を見直すものです。第５９条の２６及び第

５９条の３８は字句の調整及び準用規定の整備です。 

次のページをご覧ください。第６０条から５９ページ、第８０条までは認知症対応型通所介護を

規定しておりますが、第６５条において利用定員数を改正し、他は介護保険法等で新たに介護保険

施設と規定された介護医療院を併設施設として加えるほか字句及び関係法令の引用項目の調整を行

っています。 

６０ページ、第８１条から６６ページ。第１０８条までの改正も字句及び関係法の引用項目の調

整を行うものです。 

６６ページをご覧ください。１０９条から６９ページ、第１２８条までは認知症対応型共同生活

介護を規定していますが、６８ページ第１１７条において身体的拘束等の適正化についての規定を

追加しています。そのほかに字句及び関係法の引用項目の調整を行っています。 

７２ページをご覧ください。第１３８条に地域密着型特定施設入居者生活介護の身体的拘束等の

適正化についての規定を追加しています。 

７３ページをご覧ください。１５１条に地域密着型介護老人福祉施設の職員の専従の例外規定に

併設する地域密着型介護老人福祉施設とユニット型地域密着型介護老人福祉施設の介護職員看護職
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員を追加規定しています。また７４ページから７５ページにかけてサテライト型居住施設を置く、

地域密着型介護老人福祉施設の医師と介護支援専門員数を追加し規定しています。 

７５ページ１５７条では、地域密着型介護老人福祉施設の身体的拘束等の適正化についての規定

を追加しています。 

次に７６ページをご覧ください。第１６５条の２として、地域密着型介護老人福祉施設における

医療ニーズへの対応に関し、急変時の医師の連携を新たに規定しています。 

７８ページをご覧ください。第１８２条にユニット型地域密着型介護老人福祉施設の身体的拘束

等の適正化についての規定を追加しています。 

８１ページをお開きください。第１９１条から８９ページ、第２０２条にかけて、サテライト型

看護小規模多機能型居宅介護事業者について規定を追加しています。 

８９ページをお開きください。８９ページから９１ページまでの附則の改正は、介護療養病床の

転換の経過措置の期間を平成３０年３月３１日から平成３６年３月３１日に延期するものです。 

９１ページをお開きください。新たに規定します、附則第５条及び第６条は介護療養型病床を介

護医療院等へ転換する場合の職員の人員及び設備の経過措置を規定するものです。 

本条例の施行日は平成３０年４月１日です。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                          （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                          （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                               （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第８号 清里町指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。ここで、１０時

４５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時３９分 

再開 午前１０時４５分 
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●日程第１６  議案第９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１６ 議案第９号 清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第９号 清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申しあげます。 

本件につきましては、厚生労働省令であります指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する規定の改正に伴うものです。基準は国の省令に沿って条例で定めることとされていますの

で、今回の改正内容は国の省令改正と同内容としています。また地域包括ケアシステムの強化のた

めの介護保険法の一部を改正する法律により、介護保険法の第５条の２が１項立てから３項立てと

なることから、引用項目の調整を行うものです。 

審議資料９４ページ。新旧対照表で御説明いたしますのでご覧ください。第４条の改正は引用す

る法の項目調整です。第５条の改正はこのたび創設された介護医療院を追加するものです。第７条

の改正は字句の修正です。第９条の改正は共同型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用範囲を

見直すものです。 

３６条以降１０２ページ、第７３条までは引用する法令の引用項目の調整及び字句の調整とこの

たび創設された介護医療院を追加するものです。 

１０３ページをご覧ください。第７８条の追加規定は介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

の身体的拘束等の適正化の規定を追加するものです。 

以降は引用する法令の引用項目の調整及び字句の修正とこのたび創設された介護医療院を追加す

るものです。 

１０５ページをお開きください。附則は施行期日を規定するものです。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                              （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 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９号 清里町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７  議案第１０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１７ 議案第１０号 清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部 充君） 

 ただ今上程されました、議案第１０号 清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。   

本件につきましては厚生省令であります、介護保険法施行規則の改正に伴うもので主任介護支援

専門員の定義を規定する引用項目の調整を行うものです。 

審議資料、１０６ページの改正条例の新旧対照表をご覧ください。第４条の引用する法の項目を

記載の通り調整するものです。附則は施行日を規定します。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                                                         （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                                                       （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１０号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                                                  （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１０号 清里町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例については、原案のとおり可決されました。 
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●日程第１８  議案第１１号 

○議長（田中誠君） 

日程第１８ 議案第１１号 清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１１号 清里町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。 

本件につきましては厚生労働省令であります、指定居宅サービス等の事業の人員設備及び運営に

関する基準の改正に伴うものです。基準は国の省令に沿って条例で定めることとされていますので、

今回の改正内容は、国の省令改正と同内容としています。 

それでは審議資料の１０７ページ、改正条例の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

第２条の改正は、障がい福祉制度の相談支援専門員との密接な連携に努めることを規定するもの

です。第５条第２項の改正は、利用申込者との契約にあたり、利用者やその家族に対し利用者はケ

アプランに位置づける介護予防サービス事業について、複数の事業所の紹介を求めることが可能で

あることを説明することを義務づける規定です。 

次のページをご覧ください。第３項は介護予防支援等の開始に当たり、利用者に対し入院時に担

当ケアマネの指名等を入院先医療機関に提供するように依頼することを義務づける規定の追加です。 

以下３項が追加になりましたので項を繰下げます。第１９条は字句の修正です。第３１条の改正

は指定介護予防サービス事業所等から伝達された、利用者の口腔に関する問題や服薬の状況。モニ

タリングなどの際にケアマネ自身が把握したい利用者の状況等について、ケアマネから主治医に必

要な情報伝達を行うことを義務付けることと、利用者が医療系サービスの利用を希望している場合

などは、利用者の同意を得て主治医の意見を求めることとされていることが、この求めた主治医に

対しケアプランを交付することを義務づける規定です。第３２条は、字句の調整です。 

１１２ページをご覧ください。附則は施行日を規定します。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                            （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                            （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 
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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１１号 清里町指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第１９  議案第１２号 

○議長（田中誠君） 

 日程第１９ 議案第１２号 清里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の制定を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１２号 清里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

本件は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律の規定により、介護保険法の改正により指定居宅介護支援事業者の指定等の事務は市町村が実施

することとされました。これに伴い、これまで道条例で定められていた事項について、町条例で定

めるものであります。次のページをお開きください。 

第１条は本条例の趣旨で、介護保険法に基づき指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する

基準を定めるものとするものです。第２条では、指定居宅介護支援事業の基本方針を規定します。

第３条は事業者の数を、第４条では事業所に管理者を置く旨を規定しています。第５条では居宅介

護支援事業者はあらかじめ利用者または家族に対し支援の内容及び手続に対して説明し、文章を交

付し同意を得ることを規定しています。第６条では指定居宅介護支援事業所は、正当な理由なく支

援の提供を拒んではならないことを規定します。第７条から第１４条まで。第７条はサービスの提

供が困難な場合には、他の事業者を紹介するなどの対応することを規定しています。第８条は、利

用者の受給資格の確認、第９条は介護認定申請への協力支援。第１０条は介護支援専門員の身分証

の携帯と提示。第１１条は利用料の受領について。第１２条は利用料の証明書の交付。第１３条は

介護状態の改善と医療との連携。事業評価を規定しています。第１４条では第１項から第３０項に

ついて具体的な取り扱い方針を規定しています。第１５条では代理受領の町への報告。第１６条で

は、サービス計画書の交付。第１７条では町への通知。第１８条では管理者の責務を規定していま

す。第１９条、定めるべき運営規定。２０条、運営体制の確保。２１条、備えるべき設備・備品。

第２２条、従業者の健康管理。第２３条、運営規定など重要事項の掲示。第２４条、秘密保持及び

個人情報の同意。第２５条、誇大広告の禁止。第２６条、サービス事業者からの利益収益の禁止。

第２７条、苦情に対する迅速な対応、記録、町への報告などを規定しております。１枚目めくって

ください。第２８条、事故報告時の速やかな町への報告。適切な措置、記録などを規定しています。

第２９条、他の事業との会計の区分。第３０条、記録の整備と保存期限。第３１条、基準該当居宅

介護支援の準用についてを規定しています。 

次のページをご覧ください。附則第１条は施行日を平成３０年４月１日と規定するものです。第
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２条は管理者の資格の経過措置を規定しています。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                             （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                             （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                   （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１１号 清里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第２０～２２ 議案第１３号～１５号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第２０ 議案第１３号 清里町地域資源活用交流促進施設条例を廃止する条例から日程２２ 

議案第１５号 札弦センター条例の制定までの３件について関連がありますので一括議題にしたい

と思います。 

 これに、ご異議ございませんか。 

 （「異議の声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第２０、議案第１３号から日程２２、議案第１５号までの３件を一括議題とす

ることに決定しました。 

 

○議長（田中誠君） 

 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） 

 ただ今一括上程されました、議案第１３号 清里町地域資源交流促進施設条例を廃止する条例か

ら、議案第１５号 札弦センター条例の制定まで都合３件につきまして、一括して提案理由をご説

明申しあげます。 
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今回の条例の廃止、制定につきましては、施設の名称につきまして補助メニューを運用しており、

どの施設かわかりづらいため補助事業名の条例を廃止し、新たに名称を変更し改めてそれぞれの施

設管理条例を制定するものでございます。 

それでは、議案第１３号 清里町地域資源活用交流促進施設条例を廃止する条例につきまして御

説明申し上げます。議案書を１枚、お開きください。本条例は本文のとおり、清里町地域資源活用

交流促進施設条例を廃止するものであり、附則は施行期日を平成３０年４月１日に定めるものであ

ります。なお本条例につきましては、農林水産省の農山村漁村活性化プロジェクト支援交付金によ

り、地域住民及び都市農村交流活動を促進し地域の活性化を図ることを目的として整備した施設の

管理条例であり、清里地区、札弦地区の２つの施設に関する条例でございます。 

本条例において、清里及び札弦地域資源活用交流促進施設という補助メニューの名称となってお

りますのを、この後議案第１４号、第１５号で説明させていただきますが、町民会館と札弦センタ

ーにそれぞれ変更し、別々の施設条例を制定するため本条例の廃止を提案させていただくものでご

ざいます。 

続きまして、議案第１４号 町民会館条例の制定につきまして提案理由のご説明を申しあげます。 

本条例につきましては、先ほどの議案第１３号の中でも説明させていただきましたが、清里町地

域資源活用交流促進施設の中の清里地域資源活用交流促進施設という補助メニューの施設名を町民

会館へ改称変更し、町民会館の設置、管理に係る事項を定めるため、新たに条例を制定するもので

ございます。 

議案書を１枚開きください。条例につきましては、第１条の目的から第１０条の委任まで全１０

条の構成となってございます。第１条につきましては目的を定めるものであり、地域活動の活性化

を図るため施設を設置し、管理その他必要な事項を定めることを目的としてございます。第２条は

管理運営を定めて、事務は総務課が処理することとしております。第３条は名称及び位置であり名

称は町民会館。位置は清里町羽衣町１４番地でございます。第４条におきましては使用の許可、第

５条は使用料の規定であり、次の１枚めくっていただきまして、別表のとおり使用料を定めてござ

います。第６条は使用料の還付。第７条は使用の制限。第８条は使用許可の取り消し等。第９条は

損害賠償を規定してございます。第１０条は委任で必要な事項は別に定めるとしてございます。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。 

続きまして、議案第１５号 札弦センター条例の制定につきまして、提案理由をご説明申し上げ

ます。本条例につきましても、先ほどの議案第１３号の中でも説明させていただきましたが、清里

町地域資源活用交流促進施設の中の札弦地域資源活用交流促進施設という、補助メニューの施設名

を札弦センターへ改称変更し、札弦センターの設置管理に係る事項を定めるため、新たに条例を制

定するものでございます。議案書を１枚お開きください。 

条例につきましては、第１条の目的から第１０条の委任まで全１０条の構成となってございます。

第１条につきましては、目的を定めるものであり、地域活動の活性化を図るため札弦センターを設

置し、管理その他の必要な事項を定めることを目的としてございます。第２条は管理運営の定めで

事務は総務課が処理することとしてございます。第３条は名称及び位置であり、名称は札弦センタ

ー、位置は清里町札弦町２６番地でございます。第４条におきましては使用の許可。第５条は使用

料の規定であり、１枚めくっていただきまして、別表のとおり使用料を定めてございます。前のペ

ージにお戻りください。第６条は使用料の還付。第７条は使用の制限。第８条は使用許可の取り消

し等。第９条は損害賠償を規定してございます。第１０条は委任で必要な事項は別に定めるとして
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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。以上で提案理由のご説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 ３件について一括質疑を行います。 

                                                         （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                                                         （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１３号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                                                     （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１３号 清里町地域資源活用交流促進施設条例を廃止する条例については、

原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから、議案第１４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                                                     （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１４号 町民会館条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから、議案第１５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                                                     （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１５号 札弦センター条例の制定については、原案のとおり可決されました。 
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●日程第２３  議案第１６号 

 

○議長（田中誠君） 

 日程第２３ 議案第１６号 清里町穀類乾燥調製施設の指定管理者の指定についてを議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第１６号 清里町穀類乾燥調製施設の指定管理者の指定について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

本件につきましては、平成１４年度に生産振興総合対策事業で整備いたしました、穀類乾燥調製

施設の指定管理の期間が２９年度末で終了することから、次期の指定管理者の選定を行ってきたと

ころでございます。指定管理者の選定につきましては、清里町の施設に係る指定管理者の指定手続

き等に関する条例の第５条に基づき、施設の性格、規模機能等から公募によらない選定とし、現在

の指定管理者である清里町農業協同組合を候補者として指定管理選定委員会で審査し、総合的に求

められる水準を満たしていると判断したため地方自治法第２４４条の２、第６項の規定により指定

管理者の指定を行うため、議会の議決を求めるものです。 

指定管理を行う施設の名称は、清里町穀類乾燥調製施設であり指定する団体は、斜里郡清里町羽

衣町２番地に住所を有する清里町農業協同組合です。 

また指定の期間は平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までとなっております。以上提

案理由の質問といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                                                         （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                                                         （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                                                     （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１６号 清里町穀類乾燥調製施設の指定管理者の指定については、原案のと

おり可決されました。 
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●日程第２４  議案第１７号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２４ 議案第１７号 平成２９年度清里町一般会計補正予算（第６号）を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今上程されました、議案第１７号 平成２９年度清里町一般会計補正予算第６号につきまし

て、提案理由のご説明を申し上げます。 

補正予算の総額は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ２億３千２３７万１千円を減

額し、予算の総額を５４億３千７８４万６千円とするものでございます。第１条第２項につきまし

ては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条の継続費の変更。第３条の債務負担

行為の変更。第４条の地方債の追加及び変更につきましては、議案書を３枚お開きいただきたいと

いうふうに思います。 

第２表、継続費補正でございますけども、３款民生費、１項社会福祉費、ケアハウス整備事業に

つきましては、工事に係る入札において執行残が出たため、総額を１２億２千５５０万６千円から

１２億１２７万９千円に変更し、それに伴い年度あたりの年割額を変更するものでございます。次

のページをご覧ください。 

第３表、債務負担行為補正でございますが補助対象者の確定に伴い、増額補正を行うものでござ

いまして、限度額は移住支援交付金を２７５万から３５０万に、定住支援交付金を３００万から３

６０万７千円とするものでございます。 

次のページをご覧ください。第４表、地方債補正でありますが、１の追加では老人福祉施設整備

補助の財源につきまして、記載が可能となりましたので地方債補正、老人福祉施設整備補助事業債

として４千９８０万を追加するものでございます。 

２の変更では、社会資本整備総合交付金事業債につきまして、街灯道路施設整備工事の事業費の

減に伴いまして、７千６９０万から３千３００万円に変更するものございます。 

今回の補正予算につきましては、歳入では町税の賦課額確定による補正及び特定財源並びに一般

財源の確定による補正と共に各事業財源及び町債の調整を行うものでございます。 

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

費の確定による減、またふるさと納税等を基金へ積立てまいります。さらには交付金補助金の確定

に伴う増減額を補正するものでございます。なお特別交付税など歳入の未確定の物や今後執行する

事業の歳入歳出の確定処理が伴うものにつきましては、必要に応じ、３月末をもって専決処分させ

ていただきたいと存じますので御理解をいただきたいと思います。 

それでは歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。はじめに、今回補正提案させてい

ただく主な事業の内容についてご説明申し上げますので別冊の審議資料を御用意ください。審議資

料の１１３ページをお開きください。 

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

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

略させていただきます。 

一番上段の２款総務費、１項総務費、１目職員給与費、職員給与等事業につきましては、北海道
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職員の身分取扱い等に関する協定に基づき、道庁からの派遣職員に係る勤勉手当、 

管理職手当、赴任旅費につきまして、負担金として北海道に納付するものでございまして、１５

６万９千円の増額補正をするものでございます。同じページ下から２つ目。２款総務費、２項総務

管理費、１８目行政情報システム管理費。社会保障税番号システム導入事業につきましては、国の

特定個人情報データ標準レイアウト改編に伴うシステムの改修でありまして、国からの補助により

実施するもので１３５万円を増額補正するものでございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、国民健康保険事業特別会計繰出事業につき

ましては、事業進捗に伴います繰出金の精査及び基金への積立を行うもので、１千８９７万４千円

を増額補正するものでございます。４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、後期高齢

者医療特別会計繰出事業につきましては、事業進捗に伴います繰出金の精査によるもので１１２万

７千円を減額補正するものございます。 

次のページ上から２つ目、１０款公債費、１項公債費、一目元金。地方債繰上償還事業、元金及

びその下２目利子、地方債繰上償還事業保証金につきましては、今年度末をもって緑町小学が校閉

校となることから平成２２年度に借入しておりました、緑町小学校屋内運動場耐震改修事業に係る、

整備事業債の繰上償還するものであり、元金３００万円と利子相当額の５０万円を補償金として増

額補正するものでございます。 

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

ては、障害者自立支援事業の利用者数の実績及び給付費処遇改善費用増に伴う施設介護給付費２０

０万円を増額補正するものございます。 

１１８ページをお開きください。上から４つ目、７款土木費、１項道路橋梁費、２目道路新設改

良費、道路新設改良事業につきましては、交付金配分の大幅減額に伴う事業実績の減でありまして、

１億５千２３２万２千円を減額補正するものでございます。 

次のページをご覧ください。上から４つ目、２款総務費、１０項総合戦略費、１目総合戦略事業

費、清里高等学校総合支援対策事業につきましては、平成３０年４月に清里高校へ入学する対象者

に対する、入学支度金として支給するため不足となります２００万円を増額補正するものでござい

ます。 

それでは続いて、事項別明細書により、款項区分による補正予算の内容につきましてご説明申し

上げますので、別冊の補正予算に関する説明書を御用意いただきたいと存じます。 

１２ページをお開きください。歳出によりご説明申し上げますが、審議資料にてご説明申し上げ

ました事業につきましては、説明を省略させていただき、特異的事項のみご説明させていただきま

すので御了承いただきたいと存じます。また特定財源の内訳につきましても、詳細費目が記載され

ておりますので、省略させていただきます。なお、説明につきましては関連により、目ごとの説明

とさせていただきます。 

２款総務費、１項給与費、１目職員給与につきましては、審議資料にてご説明いたしますので省

略させていただきます。２項総務管理費、１目一般管理費につきましては、臨時職員賃金の不用額

の減額及び自動車借り上げ料の増額、普通旅費の減額合わせて３６万９千円を減額補正するもので

ございます。２目財産管理費につきましては、工事請負残による減額。また町の振興発展にいただ

きました寄附金、ふるさと納税による寄附金、町有林皆伐分の基金積立てによる増額。合わせて５

７０万１千円を増額補正するものです。 

１３ページをご覧ください。３目施設管理費につきましては、委託事業費の確定により６３万８
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千円を減額補正するものございます。５目自治振興費につきましては、地域活動の推進交付金が確

定いたしましたので、あわせて２４０万４千円を減額補正するものでございます。６目交通安全対

策費につきましては、財源振替をするものでございます。８目町有林管理費から１５ページの１７

目職員福利厚生費につきましては、事業完了に伴う不要額及び工事請負費残などによる減額であり

まして、８目町有林管理費は６４０万６千円。次のページ、９目総合庁舎管理費は２２万円。１０

目清里地域資源活用交流促進施設費は１２万７千円。１１目支所及び出張所費は２７０万円。１２

目札弦地域資源活用交流促進施設費は８万８千円。次のページ１４目町民活動施設費は４万１千円。

１７目職員福利厚生費は２５６万３千円。それぞれ減額補正するものでございます。１８目行政情

報システム管理費につきましては、審議資料にてご説明いたしましたので、省略させていただきま

す。 

次のページをお開きください。３項開発促進費、１目企画振興費につきましては、工事請負残委

託料の確定に伴い５９万６千円を減額補正するものでございます。４項庭園のまちづくり事業費。

２目花とみどりの交流のまちづくり事業費につきましては事業費確定に伴い２７７万６千円を減額

補正するものでございます。７項選挙費、２目衆議院議員選挙費につきましては、選挙事務終了に

伴い６８万６千円を減額するものでございます。次のページをご覧ください。１０項総合戦略費に

つきましては、事業実績に伴い各種補助金等を減額するもので、あわせて２千８７７万８千円を減

額補正するものございます。次のページをご覧ください。 

３款民生費、１項社会福祉、１目社会福祉総務費につきましては交付金単価の増、臨時福祉給付

金事業の完了に伴う過年度の返納金の増でありまして、合計６２万６千円を増額補正するものござ

います。２目障害者自立支援費につきましては、審議資料にてご説明いたしましたので、省略させ

ていただきます。１９ページ下の段。３目福祉サービス事業費につきましては、利用者数見込に伴

う減でありまして、１００万円を減額補正するものでございます。次のページをお開きください。

４目老人福祉につきましては、高齢者緊急通報システム事業に伴う不要額。介護保険事業特別会計

繰り出し事業費に係る給付及び事務実績に基づく増額。ケアハウス整備に係る工事請負費及び補助

事業完了に伴う事業費の確定による減でありまして、あわせて１千７９７万２千円を減額補正する

ものでございます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費につきましては、対象者数の減により２

９７万円を減額補正するものでございます。２目保育所費につきましては、常勤保育所の減により

４６４万３千円を減額補正するものでございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費につきましては、健康相談等の光テレビ電話

に係る通信料の変動による増で３万円を増額補正するものでございます。２目予防費につきまして

は、事業費の不要額及び各種検診及び予防接種等の実績による減でありまして、７９９万２千円を

減額補正するものでございます。次のページをご覧ください。３目各種医療対策費につきましては、

先ほど審議資料にてご説明いたしましたので、省略させていただきます。２３ページをご覧くださ

い。４目環境衛生費につきましては、終末処理事業組合負担金の減額と農業集落排水事業特別会計

繰出金の減額であり、あわせて７１万２千円を減額補正するものでございます。５目保健福祉総合

センター費につきましては、電気炉の変動による光熱水費の増。保健福祉総合センター排水ポンプ

修理等の修繕料の増、工事請負残による減、あわせて１５５万９千円を減額補正するものでござい

ます。２項清掃費、１目清掃事業費につきましては、事業完了に伴う工事請負費の減。委託料の減、

あわせて２８３万３千円を減額補正するものでございます。 

２４ページ中段でございます。５款農林水産費、１項農業費、１目農業委員会費及び２つ飛びま
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して、４目農地開発事業費につきましては財源振替をするものでございます。戻りまして、２目農

業振興費につきましては、工事請負残による減及び焼酎事業特別会計繰出金の減、負担金の減、合

わせて５８万９千円を減額補正するものでございます。３目畜産業費につきましては、委託料の確

定により９万８千円を減額補正するのでございます。５目道営整備事業につきましては、事業確定

による負担金の減で１４５万６千円を減額補正するものございます。２項林業費、１目林業費につ

きましては、対象就労人員の減に伴う減額。次のページの網走地区森林組合の出資金でありまして

あわせて、３万２千円を減額補正するものでございます。２目自然保護対策費につきましては、有

害鳥獣残滓処理実績により１７万１千円を減額補正するものございます。 

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

て６７７万２千円を減額補正するものでございます。２目観光振興費につきましては、工事請負残

による減。イベント事業終了に伴う減でありまして、６６万２千円を減額補正するものございます。

次のページをご覧ください。３目オートキャンプ場費につきましては、財源振替をするものでござ

います。４目江南パークゴルフ場につきましては、工事請負残による減、２万５千円を減額するも

のでございます。 

７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費につきましては、道路工事に係る工事請負残であ

り、６８７万６千円を減額補正するものでございます。２目道路新設改良につきましては、先ほど

審議資料にてご説明いたしましたので、省略させていただきます。次のページ中段でございます。

２項、都市計画費、１目公園費につきましては工事請負残の減でありまして３万９千円を減額補正

するものでございます。３項住宅費、１目住宅管理につきましては、公営住宅事務費の減及び管理

業務委託の減。太陽光発電導入に係る実績の減でありまして合わせて１７５万６千円を減額補正す

るものでございます。２９ページ中ほど、２目住宅管理費につきましては委託及び工事請負費残で

あり、４２３万１千円を減額補正するものでございます。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費につきましては、実行見込みによるもので３０２万９千円

を減額補正するものございます。 

次のページをお開きください。９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費につきましては、

財源振替するものでございます。２目教育諸費につきましては、補助事業費等の確定によるもので

１２０万円を減額補正するものございます。２項小学校費、２目教育振興費につきましては、財源

振替をするものでございます。次のページをご覧ください。３項中学校費、１目学校管理費につき

ましては、燃料費の不足によるもので５０万円を増額補正するものでございます。２目教育振興費

につきましては、事業実績により３０万円減額補正するものでございます。４項社会教育費、２目

生涯教育費につきましては、青少年育成事業及び生涯学習支援事業確定に伴う減。大会参加の実績

に伴う減などで、あわせて１９６万８千円を減額補正するものでございます。３目生涯学習総合セ

ンター費につきましては、燃料費不足による増。電話工事請負残による減、合わせて３万９千円を

増額補正するのでございます。次のページをご覧ください。５項保健体育費、１目保健体育総務費

につきましては燃料費不足による増、事業完了に伴う減、合わせて３万円を減額補正するものでご

ざいます。２目トレーニングセンター費につきましては、燃料費不足により９０万円を増額補正す

るものでございます。４目スキー場管理費につきましては、燃料費の増とリフト整備工事請負残の

減。あわせて７万８千円を増額補正するものでございます。５目学校給食センター費につきまして

は、財源振替をするものでございます。 

１０款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子につきましては、先ほど審議資料にてご説明申
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し上げましたので、省略させていただきます。 

それでは歳入につきましては総括でご説明いたしますので、１ページにお戻りください。 

先の審議資料における説明及び事項別明細書の歳出における特定財源の内訳に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御説明申し上げます。 

一般財源の補正額は、１款町税８８３万９千円の増。８款地方特例交付金４９万円の増。１６款

繰入金、１億２千９４１万１千円の減であり、１億２０８万２千円の減額補正をするものでござい

ます。特定財源につきましては、１１款分担金及び負担金が２０３万円の増。１２款使用料及び手

数料が１２２万７千円の増。１３款国庫支出金が１億２千３２万７千円の減。１４款道支出金が９

５７万４千円の減。１５款財産収入が２２９万１千円の増。１８款諸収入が１２６万４千円の増。

１９款町債が５９０万円の増。２０款寄附金が４９０万円の増であり合わせて１億１千２２８万９

千円の減額補正をするものでございます。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                    （賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１７号 平成２９年度清里町一般会計補正予算（第６号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

 

●日程第２５  議案第１８号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２５ 議案第１８号 平成２９年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今上程されました、議案第１８号 平成２９年度清里町介護保険事業特別会計補正予算第３
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号について、提案理由の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６６８万６千円を減額し、予算

の総額を４億７千２５６万６千円とするものであります。第２項については別冊の補正予算に関す

る説明書により説明いたします。 

歳出からご説明しますので、３８ページをお開きください。今回の補正は各介護保険サービスの

給付見込量による保険給付費の補正さらには国庫支出金の増額、道支出金及び支払い基金交付金の

減額に伴う財源調整を行うものであります。 

それでは、１款総務費、２項賦課徴収費、１目賦課徴収費は財源を事務費繰入金から第１号被保

険者延滞金に１万２千円を振替るものでございます。第２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、

１目居宅介護サービス給付費２６９万２千円の減額補正は、居宅介護サービス給付をこれまでの実

績により見込み減額をするものであります。２目地域密着型介護サービス給付費６２万２千円の増

額補正は地域密着型介護サービス給付を実績により見込み増額するものであります。次のページを

ご覧ください。３目施設介護サービス給付費は財源の振替を行うもので、内訳は補正額の財源内訳

のとおりでございます。２項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス等費５０万円の減額補

正は実績により減額を見込むものであります。４０ページをご覧ください。４項特定入所者介護サ

ービス等費、１目特定入所者介護サービス等費４１１万６千円の減額補正は、実績により減額を見

込むものであります。３款地域支援事業費、１項介護予防生活支援サービス事業費、１目介護予防

生活支援サービス需用費は財源の振替を行うもので、内訳は補正額財源内訳のとおりでございます。 

歳入につきまして総括でご説明しますので、３５ページにお戻りください。１款介護保険料が一

般財源で、３款国庫支出金から９款諸収入がすべて特定財源で歳出の補正額の財源内訳のとおりと

なってございます。なおこの後、介護給付費や国庫支出金などの確定に伴う一般会計からの繰り入

れなどが生じた場合については、３月３１日付けで専決処分を行ってまいりますので御理解をいた

だきたいと存じます。以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１８号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１８号 平成２９年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 
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●日程第２６  議案第１９号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２６ 議案第１９号 平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。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１９号 平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算、

第３号につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ３０５万７千円を減額し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億６千７７４万９千円とするものでございます。第１条第２項につきま

しては、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、国民健康保険税及び国庫支出金等、歳入の見込みまたは確定による減額、並びに

後期高齢者支援金、介護納付金、共同事業拠出金等の実績に基づき、歳入歳出における所要の補正

を行うとともに、財源の振替を行うものでございます。また国民健康保険事業運営の安定化を図る

ため、基金積立に係る費用について補正を行うものでございます。 

それでは歳出よりご説明いたしますので、平成２９年度補正予算に関する説明書の４７ページを

ご覧ください。特定財源のご説明につきましては、補正額の財源内訳欄の下段に記載してございま

すので省略させていただきます。 

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費及び２項高額療養費、１目一般被

保険者高額療養費につきましては、国庫支出金等の額の確定したものについて、一般財源の財源振

替により調整を行うものでございます。４８ページをご覧ください。３款後期高齢者支援金、１項

後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金及び２目後期高齢者関係事務費拠出金につきましては、

額の確定に伴い合計１１７万７千円を減額するものでございます。４款前期高齢者納付金等、１項

前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金等及び２目前期高齢者関係事務費拠出金につきまして

は、額の確定に伴い９万４千円を減額するものでございます。４９ページをご覧ください。５款老

人保健拠出金、１項老人保健拠出金、２目老人保健事務費拠出金につきましては、額の確定に伴い

７千円を減額するものでございます。６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金につきま

しては、事業の確定に伴い８３万８千円を減額するものでございます。４９ページから５０ページ

をご覧ください。７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業費、医療費

拠出金及び３目保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、事業費の確定に伴い合計１千８１

３万７千円を減額するものでございます。 

次のページに行きまして、８款保健事業費、１項特定保健診査等事業費、１目特定健康診査等事

業費につきましては、健康診査受診者の確定に伴い報償金４万円、検診委託料３１８万２千円合計

３２２万２千円を減額するものでございます。２項保健事業費、１目疾病予防費につきましては予

防接種事業負担金として、６５歳以上の被保険者のインフルエンザワクチン接種費用の実績により

４２万７千円を増額するものでございます。９款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金に

つきましては事業運営の安定化を図るため、国民健康保険事業基金の積立を行うものでございます。 

歳入につきましては総括表でご説明いたしますので、４３ページにお戻りください。１款国民健
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康保険税、２款使用料及び手数料は一般財源であり、３款国庫支出金から９款繰入金は特定財源で

ございます。また１１款諸収入の２９万７千円の減のうち一般財源である延滞金は１３万円の増額。

特定財源である特定健康診査徴収金は４２万７千円の減額でございます。歳入の一般財源は合計で

１千８７万５千円の減額。特定財源につきましては７８１万８千円の増額であり、合計３０５万７

千円の減額となります。 

今後、国・道の財政調整交付金及び医療費等の確定により３月末をもちまして、専決処分をさせ

ていただきますことにご理解を賜りたいと存じます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１９号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

                                  （賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１９号 平成２９年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第２７  議案第２０号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２７ 議案第２０号 平成２９年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を議題と

します。本件について、提案理由の説明を求めます。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２０号 平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算第

３号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ３０万円を追加し予算の総額を、

歳入歳出それぞれ６千８３６万９千円とするものでございます。第１条第２項につきましては、別

冊の事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。 

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

もに、事務費の精算による減額を行うため補正を行うものでございます。 

また昨年６月の定例議会において、後期高齢者医療広域連合の電算システム不具合により、保険
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料が過大徴収となっていたものについて、還付すべき保険料と還付加算金についての補正を行った

ところでございますが、その後の調査で同様の案件が発見されたため、今回補正により還付を行う

ものでございます。 

それでは、歳出によりご説明いたしますので、平成２９年度補正予算に関する説明書の５５ペー

ジをご覧ください。特定財源の説明につきましては、補正額の財源内訳欄の下段に記載してござい

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

事務費の実績により、普通旅費、消耗品費、通信運搬費、システム保守委託料において合計１６万

９千円を減額いたします。２項徴収費、１目徴収費につきましても事務費の実績により消耗品、印

刷製本費において４万１千円を減額するものでございます。２款後期高齢者医療広域連合納付金、

１項後期高齢者広域連合納付金、１目後期高齢者広域連合納付金につきましては保険料収入の増加

に伴い、保険料負担金として１３９万７千円を増額。５６ページをご覧ください。また、負担金額

の確定に伴い、基盤安定負担金５４万３千円の減額。事務費負担金３７万４千円の減額をするもの

であり、合計４８万円を増額するものでございます。３款諸支出金、１項償還金および還付加算金、

１目保険料還付金につきましては過年度還付金として１万９千円を還付加算金として１万１千円を

合計３万円を増額するものであり、財源のその他につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合

から支払われる特定財源となってございます。 

歳入につきましては総括表でご説明いたしますので、５３ページをご覧ください。一般財源であ

ります、１款後期高齢者医療保険料１３９万８千円の増額。２款使用料及び手数料２千円の増額、

合計１４０万円の増額。特定財源であります３款繰入金１１２万７千円の減額。５款諸収入２万７

千円の増額、合計１１０万円の減額。全体で３０万円の増額となるものでございます。 

なお今後、後期高齢者医療保険料及び繰入金などの確定により、３月末をもって専決処分させて

いただきますことにご理解を賜りたいと存じます。以上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。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２０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２０号 平成２９年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、
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原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第２８  議案第２１号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２８ 議案第２１号 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第２１号 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算、第

３号について提案理由の御説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり歳入歳出それぞれ４万８千円を減額し、

予算総額をそれぞれ５千６７５万６千円とするものです。第２項につきましては後ほど事項別明細

書により御説明申し上げます。 

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

行うものです。 

それでは歳入歳出補正予算につきまして御説明いいたしますので、別冊の説明資料、水色の仕切

り簡易水道事業特別会計、歳入歳出予算事項別明細書の５９ページをお開きください。 

歳出について御説明いたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費５８万７千円の

減額につきましては、水道巡回車更新に伴う１２節役務費と１８節備品購入費の執行残の減額。ま

た１３節委託料の請負残と２７節公課費の消費税確定を伴う減額となっております。２款施設費、

１項施設整備費、１目施設整備費、１５万７千円の減額につきましては１５節、工事請負費の請負

残を減額するものであります。４款基金積立金、１項基金積立金、１目積立金６９万６千円の増額

につきましては、今回補正による一般財源の剰余分を簡易水道施設整備基金へ積み立てる金額の調

整となっております。 

次に、歳入についてご説明いたしますので、５７ページにお戻りください。歳入につきましては

総括でご説明いたします。３款繰入金４万８千円の減額は、簡易水道施設整備基金となっておりま

す。以上提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第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） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第２１号 平成２９年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第３６  議案第１６号 

○議長（田中誠君） 

 日程第２９ 議案第２２号 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今上程されました、議案第２２号 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算

第３号につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ４７万９千円を減

額し、予算総額をそれぞれ１億４３８万４千円とするものです。第２項につきましては、後ほど事

項別明細書に御説明申し上げます。 

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

の調整措置を行うものです。 

それでは歳入歳出補正予算につきましてご説明いたしますので、別冊の説明資料薄紫色の仕切り、

農業集落排水事業特別会計。歳入歳出予算事項別明細書の６３ページをご覧ください。歳出につい

て御説明いたします。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１７万円の減額につきましては３節職員手当等の

実績による減額と２７節公課費の消費税額確定による減額となっております。２目施設管理費１２

万４千円の減額につきましては、１３節委託料の請負残の減額等となっております。２款事業費、

１項農業集落排水事業費、１目農業集落排水事業費１８万５千円の減額につきましては、１３節委

託料の請負残を減額するものであり、特定財源の国庫支出金１０万２千円の減額は農山漁村整備交

付金。その他１０万円の減額は、農業集落排水施設分担金となっております。６４ページをお開き

ください。３款公債費、１項公債費、２目利子につきましては財源の振替措置なっており、特定財

源のその他２７万７千円の減額は一般会計繰入金であります。 

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

括でご説明いたします。 

１款分担金及び負担金１０万円の減額につきましては、公共桝新設に係る農業集落排水施設分担

金であり、３款道支出金１０万２千円の減額につきましては、処理施設機能診断に係る農山漁村整
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備交付金。４款繰入金につきましては、今回の補正に伴う一般会計からの繰入金２７万７千円の減

額となっています。以上提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第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 平成２９年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

は、原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第３０  議案第２３号 

○議長（田中誠君） 

 日程第３０ 議案第２３号 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）を議題と

します。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君） 

 ただいま上程されました、議案第２３号、平成２９年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（３号）

につきまして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は第１条第１項の記載のとおり、歳入歳出それぞれ４２万２千円を減額し、予算の総

額を１億３千８万６千円とするものであります。 

第２項につきましては後ほど別冊の清里焼酎事業特別会計事業別明細書によりご説明申し上げま

す。今回の補正は焼酎事業決算見込みによります、歳入歳出予算の補正を行うものであります。 

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

事項別明細書の６７ページをお開きください。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の増額は職員給与費で５２万円の減額。 

焼酎販売事業費で原酒等の販売量の増加に伴います酒税等で７８万４千円の増額し、差し引きで２

６万４千円を増額補正するものです。特定財源、その他４２万２千円の減額は一般会計繰入金であ

ります。 
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２款製造費、１項製造管理費、１目醸造費の減額は、臨時職員雇用事業費の賃金等で２１２万３

千円の減額。焼酎醸造事業費で焼酎製造にかかわる、燃料費・光熱水費及び手数料として１４３万

７千円を増額し、差し引きで６８万６千円を減額補正するものです。 

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

括で説明いたします。２款繰入金につきましては特定財源で、一般会計繰入金４２万２千円を減額

補正するものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

 （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                           （「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第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 平成２９年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第３号）は、原案

のとおり可決されました。ここで午後１時３０分まで休憩とします。 

 

休憩 午前11時５６分 

再開 午後 1時３０分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 明日から３月１１日までの２日間休休会とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、明日から３月１１日までの２日間休会とすることに決定いたしました。 

お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会としたいが、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」との声あり。） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。従って本日はこれで延会とすることに決定いたしました。 

１２日は午前９時からの再会となります。ご苦労様でした。 
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平成３０年第１回清里町議会定例会会議録（３月１２日） 

 

 平成３０年第１回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   森 本    宏  

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   伊 藤  浩 幸 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 

    保健福祉課参与      長 野  徹 也 

    産 業 建 設 課 長   藤 代  弘 輝 
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焼 酎 醸 造 所 長     清 水  俊 行 

    出 納 室 長   熊 谷  雄 二 

    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 学 習 課 長   原 田  賢 一 

    農業委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

    監査委員事務局長   溝 口  富 男 

    選挙管理委員会事務局長    伊 藤  浩 幸 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   溝 口  富 男 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

    

議案第 ４号  清里町介護保険条例の一部を改正する条例 

   議案第 ６号  清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

議案第２４号  平成３０年度清里町一般会計予算 

   議案第２５号  平成３０年度清里町介護保険事業特別会計予算 

   議案第２６号  平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第２７号  平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計予算 

   議案第２８号  平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計予算 

   議案第２９号  平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計予算 

   議案第３０号  平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算 

    

   平成３０年度町政執行方針 

   平成３０年度教育行政執行方針 
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開会 午前 ９時００分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 ただ今から、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

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

より、議長において４番 前中康男君、５番 池下 昇君を指名いたします。 

 

●日程第２ 議案第４号、日程第３ 議案第６号～日程第１０ 議案第３０号 

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第２ 議案第４号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例から、

日程第１０ 議案第３０号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、都合９件を一括議題

とします。 

 

●日程第１１ 町政執行方針 ～ 日程第１２ 教育行政執行方針 

○議長（田中誠君） 

 日程第１１ 平成３０年度町政執行方針並びに日程第１２ 平成３０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、平成３０年度町政執行方針について、説明を求めます。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ～町政執行方針朗読～ 

 

○議長（田中誠君） 

 次に、平成３０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、平成３０年度町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。 

 次に、平成３０年度教育行政執行方針の説明に対する質疑を行います。 
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                             （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、平成３０年度町政執行方針並びに平成３０年度教育行政執行方針を終わります。 

 ここで１０時１５分まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時0７分 

再開 午前１０時１５分 

 

●議案第４号  

○議長（田中誠君） 

 すでに上程されております、議案第４号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 既に上程されております、議案第４号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例について、提

案理由をご説明申し上げます。 

今回の条例改正は、第１号被保険者のうち介護保険料を改定するものです。介護保険料の設定に

つきましては、介護保険法の規定により３年ごとに介護保険事業計画に定める高齢者人口を要介護

者等人数介護サービスの見込み量などに基づいて設定する仕組みになっております。この介護保険

事業の策定につきましては、保健福祉計画策定委員会において、昨年よりご審議賜り今年２月に答

申をいただきました。平成３０年度から平成３２年度までの３年間の要介護者の増加、在宅介護サ

ービス増加などを見込み、介護報酬の改定を踏まえ、介護保険料の基礎となる１月当たりの基準額

を５千５百円と答申をいただきました。１２倍し、年額６万６千円を基準の介護保険料として条例

を改正するものであります。 

それでは審議資料２９ページ、清里町介護保険条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧いた

だきたいと思います。第２条の改正は、保険料の規定の期間を平成２７年度から平成２９年度まで

とあるものを平成３０年度から平成３２年度までに保険料を第１号は３万３千円に第２号及び第３

号を４万９千５００円に第４号を５万９千４００円に第５号を６万６千円に第６号を７万９千２０

０円に第７号を８万５千８００円に第８号を９万９千円に第９号を１１万２千２００円に、第１０

号を１２万５千４００円に改正します。第２項は第７段階と第８段階を区分する区分額、それから

第８段階と第９段階を区分する額の合計所得金額をそれぞれ２００万円と３００万円と改定する規

定でございます。 

次のページをお開きください。第４項は消費税率１０％を導入までの措置として第１段階につい

て平成３０年度、平成３１年度の保険料を２万９千７００円とするものです。第１３条は、根拠法

令である介護保険法の改正に伴い、第１号を削るものです。附則第１条は、施行日を定めるもので

あり、附則の第２条は平成３０年度以前の年度において遡及して賦課する場合は改正前の保険料率

を適用することを規定しています。 

以上で清里町介護保険条例の一部を改正する条例の説明とします。 
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○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

 

●議案第６号  

○議長（田中誠君） 

 すでに上程されております、議案第６号 清里町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題

とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 既に上程されております、議案第６号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につき

まして提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の条例改正につきましては、平成３０年度から国民健康保険の都道府県化に伴い、北海道が

財政運営の主体となり、北海道が示す納付金の支払いに必要となる保険税額を確保するための改正

を行うものでございます。納付金につきましては、北海道が市町村ごとの所得や医療費の状況から

必要となる納付金額を決定いたしますが、保険税の急激な上昇が見込まれる市町村に対しては緩や

かな上昇となるよう、６年間の経験緩和措置が適用されるものでございます。 

清里町は、所得水準、医療費水準がともに高い位置にあるため、納付金の額も高額に設定されて

いるところでございます。納付金の支払いに充てる財源は、保険税と法定繰入金で賄うことになる

ため、現在の保険税の賦課状況では、納付金の支払いに不足が生じるものでございます。平成３０

年度分の納付金につきましては、激変緩和措置が最大であるため国保税の不足額が比較的少額とな

っており、被保険者の皆様の負担を最小限にとどめるため均等割額及び平等割額の改定についての

みを行うこととし、清里町国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。 

それでは別冊の審議資料によりご説明いたしますので審議資料の３４ページを開きください。３

４ページは改正の要旨、３５ページから３７ページには新旧対照表により改正箇所をアンダーライ

ンにより示しております。改正の内容につきましては、３４ページの要旨によりご説明申し上げま

す。改正の趣旨については、国民健康保険の都道府県化に伴い、納付金の支払いに必要な保険金額

の確保のため均等割額及び平等割額の改定を行うものでございます。額の改定につきましては、表

に記載のとおり均等割額、平等割額ともに医療費分、支援分、介護分について、それぞれ１千円を

引き上げる改正を行うものでございます。 

３６ページから３７ページをご覧ください。附則につきましては、第１条で、施行期日第２条で、

適用区分を定めるものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 これから質疑を行います。 

                           （「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 

  

 

●議案第２４号 ～ 議案第３０号 提案説明 

○議長（田中誠君） 

 既に上程されております、議案第２４号 平成３０年度清里町一般会計予算から議案第３０号 

平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算まで、順次、提案理由の説明を求めます。 

 まず最初に、議案第２４号 平成３０年度清里町一般会計予算について。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 既に上程されております、議案第２４号 平成３０年度清里町一般会計予算につきまして提案理

由説明を申し上げます。 

初めに平成３０年度清里町予算書により説明いたしますので、予算書をご用意ください。５ペー

ジの本文についてご説明を申し上げます。ページ数につきましては、右側の上下段に記載されてご

ざいます。 

平成３０年度清里町一般会計予算の総額は第1条第1項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ５０

億３千３００万円と定めるものでございます。第１条第２項、第１表歳入歳出予算につきましては、

後程審議資料にて説明を申し上げます。第２条地方債につきましても後程説明いたします。第３条

一時借入金につきましては、地方自治法の定めにより、最高額を５億円と定めるものでございます。 

それでは、予算書の１１ページをお開きください。第２表の地方債につきましては、起債の目的、

限度額等を定めるものであり、起債件数は臨時財政対策債以下１２件、総額７億２千１７０万円と

なります。 

次に審議資料により、各会計の予算総括についてご説明申し上げますので別冊の審議資料の表紙

を１枚おめくりください。一般会計から焼酎事業特別会計まで７会計の予算総額は６６億３千９９

６万８千円であり、前年度当初予算の比較では３億１千９９０万１千円の減、対前年度比９５．４％

になってございます。 

一般会計つきましては、道路整備及び橋梁長寿命化清掃センター長寿命化改修、ケアハウス整備

工事にかかる事業費の減などにより、前年度比較２億９千２００万円の減、前年対比９４．５％な

ってございます。特別会計につきましては、介護保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療

特別会計においては、保険給付等実績から予算計上となっておりますが、国民健康保険事業特別会

計につきましては、国民健康保険の運営主体が北海道に移管されることになり、一部拠出金等が皆

減するため大幅な減となっております。簡易水道事業特別会計につきましては水道メーター更新等

の工事請負費の増。農業集落排水事業特別会計につきましては道営事業による機器及び配管の補修

と計画策定による事業費の増。焼酎事業特別会計につきましては、施設老朽化に伴う補修経費の増

が主な要因でございます。 

６ページをお開きください。一般会計の予算歳入を款別に依存財源と自主財源に分けて増減の主

な要因を御説明申し上げます。地方譲与税から地方特例交付金まで過去の実績等を勘案し、それぞ

れ予算計上となってございます。 

まず、依存財源でありますが、中ほどの地方交付税につきましては、本町の基準財政需要額から
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町税などの基準財政額を控除した見込み額と過去の交付実績を勘案して前年度比９千９００万減額

の２２億７千万円で予算計上してございます。交通安全対策特別交付金につきましては、前年同額

の予算計上、国庫支出金つきましては普通建設事業等の終了に伴い、前年度比１億５千６６５万５

千円の減、道支出金につきましても同様に普通建設事業等の終了により、前年度比１億４２万１千

円の減となってございます。町債につきましては１１０万円減額して計上していたします。 

次に自主財源でございますが、町税につきましては農業所得の堅調な推移などを考慮して４８０

万１千円を増額し、４億５千１６０万１千円を計上いたします。分担金及び負担金につきましては、

前年度とほぼ同額の計上、使用料及び手数料はケアハウスの供給開始に伴う使用料の増などにより

１千５０７万９千円の増、財産支援につきましては立木売払収入の増でございます。繰入金につき

ましては、ふるさと基金、子ども子育て基金、公共施設整備基金、財政調整基金、それぞれからの

繰入でありまして合わせて４千３４３万９千円を増額し、３億８千９２８万３千円を計上いたしま

す。繰越金は前年度同額、諸収入につきましても昨年前年度とほぼ同額を計上してまいります。７

ページをご覧ください。 

歳出について款別で御説明申しあげます。歳出の主な増減要因につきましてご説明いたします。

議会費につきましては４５万６千円の減で視察研修事業の減が主な要因でございます。総務費につ

きましては１千５５万６千円の増で従来各課において処置しておりました事務系の臨時職員の人件

費を総務課に集約したことが主な要因でございます。民生費につきましては９６５万８千円の増で、

社会福祉協議会の委託料の増が主な要因でございます。衛生費につきましては７千７４６万１千円

の減で、清掃センター長寿命化改修事業の終了等が主な要因でございます。農林水産業費につきま

しては６５２万２千円の増で、焼酎事業特別会計繰出金の増によるもので、主に施設老朽化に伴う

補修費等の増が主な要因でございます。商工費につきましては７４８万１千円の増で計画策定や観

光事業の増額が主な要因でございます。土木費につきましては２億５千２４０万９千円の減で、道

路新設改良事業及び橋梁長寿命化事業、公営住宅の建設費の減が主な要因でございます。消防費に

つきましては６９７万円の減で施設費の減が主な要因でございます。教育費につきましては、４千

５０７万５千円の増で清里中学校改修事業が主な要因でございます。公債費につきましては３千３

９９万6千円の減で地方債の元金償還及び利子支払いで償還が済んだことが主な要因でございます。 

８ページをお開きください。町税予算額の比較表でございます。それぞれ税目別に当初予算と収

入見込額との比較を記載しております。表の区分欄中ほどの列の比較をご覧ください。表の区分欄

一番下にございます町税全体の合計額では、当初予算比較において４８０万１千円の増であり、率

にしまして１０１．１％でございます。町民税が５１０万円の増で１０２．３％、固定資産税は５

０万の増で１００．３％、軽自動車税は、ほぼ同額、町たばこ税は８０万円の減で９７．３％、入

湯税は前年同額となってございます。９ページをご覧ください。現年度分の個人町民税及び法人町

民税の推計となってございます。こちらは右の方に行って収納率合計をご覧ください。収納率は９

８．７％で推移しており、その横の欄の当初予算額においては、合計２億１千１００万円とし、前

年度対比４００万円の増であり、率にして１０１．９％であります。下の表法人税につきましては、

当初予算額は１千１９０万円であり、前年度対比１１０万円の増となってございます。１０ページ

をお開きください。現年度分の固定資産税では、③の合計前年同額の１億８千２００万円を計上い

たします。下の表③の国有資産等所在市町村交付金につきましては前年より５０万増の４８０万円

を計上いたします。 

１１ページをお開きください。性質別予算額調べにつきましては、前年対比での増減の大きいも
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ののみ説明をさせていただきます。区分の上から３つ目、維持補修費につきましては、道路整備及

び橋梁の長寿命化工事にかかる事業の減が大きな要因でございます。中ほど普通建設事業費につき

ましては、清里中学校グランド整備が主な要因でございます。積立金につきましては、減債基金積

立金の減少が主な要因でございます。その他の科目については、大きな増減はございません。下の

段、物件費款別一覧表につきましては、中ほどの役務費の増につきましては、地方創生深化のため

の推進事業、校務支援システムの導入に係る経費等が主な要因でございます。備品購入費につきま

しては、庁舎事務用椅子等の整備完了による減が主な要因でございます。次の１２ページから１３

ページまでは、町税収入、地方交付税、基金残高、地方債償還額と借入額の推移及び地方債残高の

状況をグラフにて表示しておりますので後ほどご参照ください。 

それでは、一般会計主要政策事業調べについて、１６ページからご説明いたします。なお各事業

財源の内訳につきましては省略をさせて頂きます。１６ページをお開きください。 

２款総務費、２項総務管理費、１目総務管理費、清里町１２０周年開町７５周年記念事業につき

ましては、記念式典の開催及びニュージーランドモトエカ町との友好都市協定の再調印等を行うも

ので、３５０万円を計上いたします。２目財産管理費、公用車備品購入事業につきましては、公用

車の安全運転の意識向上と交通事故発生時の責任の明確化及び迅速な処理を図るため、公用車にド

ライブレコーダーを設置するもので５１万５千円を計上いたします。１７ページをご覧ください。

中ほど４目広報費、ホームページサイト更新事業につきましては、清里町のホームページをより検

索しやすく、充実したコンテンツを再構築するため、３３０万円を計上いたします。５目自治振興

費、地域活動推進事業につきましては住民主体の地域づくり支援のため、運営費及び事業支援交付

金１千３００万円を計上いたします。１８ページをお開きください。防災対策費、全国瞬時警報シ

ステム更新事業につきましては、いわゆるＪアラートの通信速度や処理能力の向上を図るため、新

型受信機の更新であり２５３万８千円を計上いたします。避難所看板作成設置事業につきましては、

災害対策基本法に基づく避難所看板の表示内容の変更を行うとともに、海抜表示の追加等、避難所

看板の修繕更新を行うもので１１０万１千円を計上いたします。防災計画概要版作成事業につきま

しては、防災計画の概要版を作成し、全戸配布するもので１７０万７千円を計上いたします。１９

ページをご覧ください。下段１７目職員福利厚生費、職員住宅修繕事業につきましては職員住宅等

の修繕を行い、住環境の整備を図るもので４４９万円を計上いたします。２０ページをお開きくだ

さい。二段目、１８目行政情報システム管理費、光ファイバー移設事業につきましては、道路工事

に係る電柱の移設に伴い強化して光ファイバーケーブル移設を行うもので、３９１万円を計上いた

します。住民基本台帳ネットワーク機器更新事業につきましては、現在の住民基本台帳システムが

ソフトのサポートが終了するため機器更新し、機能改善とセキュリティー対策の確保を図るもので、

４５５万８千円を計上いたします。職員用端末機器購入事業につきましては、新規職員用及び故障

に備えた予備端末を購入するとともに円滑な業務運営のために、外部インターネット用の端末の追

加整備を行うもので３８８万８千円を計上いたします。２１ページをご覧ください。３項開発促進

費、１目企画振興費、地域おこし協力隊事業につきましては、新たな協力隊２名分の人件費及び活

動経費でありまして８２８万６千円を計上いたします。情報交流施設管理事業につきましては、き

よ～るの管理運営経費といたしまして１千１０１万７千円を計上いたします。４項庭園のまちづく

り事業費、2目花と緑と交流のまちづくり事業費、花と緑と交流事業につきましては、住民協働に

よる花壇植樹帯等整備事業、都市農村交流事業、ふれあいの散歩道事業など実施するものでありま

して５１４万１千円を計上いたします。２２ページをお開きください。町民海外派遣事業につきま
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しては一般町民向けの海外派遣研修の参加補助として１８０万円を計上いたします。１０項総合戦

略費、１目総合戦略事業費、子育て支援、医療、扶助事業につきましては、子育て世代の医業費負

担軽減を図るため、満１８歳未満までの入院通院にかかる自己負担相当分として１千７６０万1千

円を計上いたします。不妊治療助成事業につきましては、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減する

ために、国などの特定不妊治療費助成制度の拡充を行うものでありまして、６６万円を計上いたし

ます。安心出産支援事業につきましては、町外の医療機関への妊婦検診診査受診に要する交通費の

一部助成といたしまして７３万３千円を計上いたします。新生児聴覚検査事業につきましては、新

生児の聴覚障害の早期発見早期治療を図るため、新生児聴覚検査に要する費用を助成するもので１

５万２千円を計上いたします。２３ページをご覧ください。福祉医療従事者人材確保事業につきま

しては町内で福祉事業等を行う事業者の従業員を確保するための支援といたしまして１８０万円を

計上いたします。民間賃貸住宅建設促進事業につきましては、移住定住の推進と良質な賃貸住宅建

設を促進し、地域経済の活性化を図るため２千万円を計上いたします。日本で最も美しい村事業に

つきましては、日本で最も美しい村連合や加盟自治体、企業などと連携しながら交流人口の増加や

経済効果を図るため、２８０万２千円を計上いたします。２４ページをお開きください。妊婦の歯

科健診事業につきまして妊婦の口腔衛生状態を健全に保つことにより、胎児の健全な発育を図るも

ので１３万７千円を計上いたします。教育支援専門配置事業につきましては生涯教育子育て支援の

充実を図るための教育専門員の継続配置と、学校で学習支援を伴う学習支援員の配置を合わせて５

６４万円を計上いたします。特別支援教育、支援員配置事業につきましては、特別な支援を要する

児童生徒への指導の充実のため、教育指導の支援員の配置をするもので、１千２０５万８千円を計

上いたします。児童生徒登下校安全管理器具購入事業につきましては、防犯カメラを設置し、児童

生徒の登下校の安全管理を図るもので、７６万２千円を計上いたします。２5ページをご覧くださ

い。清里高等学校総合支援対策事業につきましては、清里高校の教育活動に対する各種支援費とし

て、２千１５９万３千円を計上いたします。学校給食費補助事業につきましては、保護者の経済的

軽減負担を図り、子育て支援及び食育の活動を促進するため給食費相当額の補助を行うもので１千

８２３万５千円を計上いたします。高校生海外派遣研修事業につきましては友好都市でありますモ

トエカ町に清里高校１年生を派遣するための経費として１千６７２万３千円を計上いたします。外

国人英語指導業務委託事業につきましては、未就学児から高校生に至るまで、本町の子供に対する

国際理解教育の推進を図るもので４７０万円を計上いたします。２６ページをお開きください。外

国人英語講師招聘事業につきましては２人目の外国人英語講師として姉妹都市ニュージーランドモ

トエカ町より講師を招聘し、複数体制により英語指導と国際理解の教育の充実を図るもので３７０

万９千円を計上いたします。スポーツ合宿等誘致支援事業につきましては、本町で合宿を行う団体

や合宿支援団体に対する補助として１７０万円を計上いたします。地方創生の深化のための推進事

業につきましては、地域資源の掘りおこしと利活用を推進し、清里のブランド力向上やグリーンツ

ーリズム、ホワイトツーリズムの実行プランを構築し、経済効果を図るもので１千７７４万5千円

円を計上いたします。若者交流活動支援事業につきまして、いわゆる男女交流イベントを開催し、

若者の交流と出会いの場を提供することにより新たな人の流れをつくり人口増に向けた取り組みを

支援するものでありまして、８１万８千円を計上いたします。２７ページをご覧ください。 

３款民生費1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、福祉医療従事者雇用促進事業につきましては

町内で福祉、医療事業を行う事業者が従事者を確保するため自ら行う就学資金貸付や支度金等の給

付に対し、補助をおこなうものでありまして２１０万円を計上いたします。高齢者等の暖房費等支
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援事業につきましては、高齢者世帯、ひとり親世帯の生活の安定と福祉の増進を図るため２００万

円を計上いたします。４目老人福祉費、ケアハウス整備事業につきましては、軽費老人ホーム建設

に伴う建築外構工事などでありまして６億１千８７８万円を計上いたします。２８ページをお開き

ください。ケアハウスきよさと運営事業につきましては、指定管理者に決定しています清里町社会

福祉協議会への指定管理委託料として５千２４０万円を計上いたします。ケアハウス備品整備事業

につきましてはケアハウスに必要な備品等を整備するもので、３千２２４万９千円を計上いたしま

す。 

４款衛生費、1項保健衛生費、１目保健衛生総務費、新規事業の診療所備品整備事業につきまし

ては、診療所の電子カルテシステムを更新するもので、８５８万６千円を計上いたします。２９ペ

ージをご覧ください。清里町医療関係団体等調査研究支援事業につきましては、５カ年の予定で実

施される慶應義塾大学医学部公衆衛生学研究会の公衆衛生学研究事業に対し、調査団の滞在期間中

の経費の一部を支援するもので７５万６千円を計上いたします。斜網地域周産期医療支援事業につ

きましては、斜網地域で唯一分娩をとり行う病院である網走厚生病院の周産期医療体制を安定的に

維持確保するための負担金として、１５４万３千円を計上いたします。清里町診療所支援につきま

しては本町の地域医療の確保を図るため、診療所の運営に対し支援を行うもので２千万円を計上い

たします。2目予防費、各種検診事業につきましては結核肺がん検診を初めとする検診の実施によ

り、疾病の早期発見早期治療を図るため１千１２０万8千円を計上いたします。３０ページをお開

きください。予防接種事業につきましては乳幼児から高齢者までの定期任意予防接種費用に対する

費用に対して１千６７８万５千円を計上いたします。３目各種医療対策費、各種医療対策事業につ

きましては、重度心身障害者やひとり親家庭等の医療費、自己負担相当分を補助する負担軽減対策

として７４５万１千円を計上いたします。３１ページをご覧ください。４目環境衛生費、合同納骨

塚整備事業につきましては、焼骨を共同で埋蔵できる納骨塚の整備を行うもので６３１万９千円を

計上いたします。5目保健福祉総合センター費、老人保健施設冷房設備新設事業につきましては、

老健の２階静養室等に冷房設備を備えるための工事費でありまして２１２万円を計上いたします。

保健福祉総合センター保安設備改修事業につきましては、非常用照明バッテリーの更新を行うもの

で１５７万円を計上いたします。保健福祉総合センター冷房設備更新事業につきましては、マルチ

冷房設備を年次ごとに更新し施設の適切な維持管理を図るもので、１千７１５万円を計上いたしま

す。保健福祉総合センター電話設備更新事業につきましては、経年により不都合のおきている保健

福祉総合センター電話機器の更新を行うもので４１９万円を計上いたします。３２ページをお開き

ください。２項清掃費、１目清掃事業費、ごみ処理運搬車等更新時につきましては、老朽化したパ

ッカー車の更新を行い、ごみ収集業務の効率化、円滑化等事故防止を図るもので１千２０４万２千

円を計上いたします。ごみ処理業務委託事業につきましては、ごみの取集処理の業務委託により快

適な生活環境の創出と資源のリサイクルを行うもので5千４９万８千円を計上いたします。 

5款農林水産業費、１項農業費、2目農業振興費、気象情報システム管理事業及び農業振興事業

費補助事業につきましては、農業経営の安定等の作物の安定的生産を維持するため７０万８千円と

１千７３９万円をそれぞれ計上いたします。３３ページをご覧ください。３目畜産業費、草地追肥

事業につきましては追肥管理事業等を委託し、適切な牧場管理を行うもので１５８万８千円を計上

いたします。５目道営整備事業費、多目的機能支払交付金事業につきましては、地域協働による農

地農業用水路などの安全管理に係る取り組みに対し、支援を行うもので１億１千３２６万９千円を

計上いたします。地域用水環境整備事業につきましては、緑ダムの落差を利用した小水力発電事業
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への負担金２２７万６千円を計上いたします。３４ページをお開きください。２項林業費、１目林

業振興費、造林推進事業費補助事業につきましては、民有林整備推進のため補助を行うもので３３

９万５千円を計上いたします。製材流通経費補助事業につきましては、林業林産事業の運営の安定

化と振興を図るための補助金として１千万円を計上いたします。林業労働者退職金、共済制度事業

補助事業につきましては、林業労働力の確保を図るために事業主にかかる掛金の補助を行うもので

２１４万４千円を計上いたします。2目、自然保護対策費清里町狩猟免許取得経費補助事業につき

ましては有害鳥獣対策に関わる担い手の育成を図るため、必要な狩猟免許及び鉄砲所持許可の新規

取得者に対し補助を行うもので２０万円を計上いたします。 

３５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、商工振興対策事業につ

きましては、商工会に対する運営補助さらには商工振興に資する事業に対する補助として１千４７

６万2千円円を計上いたします。商工振興計画策定事業につきましては清里町の商工業の課題を把

握し、今後の商工振興指針となる計画を作成するため２９７万円を計上いたします。中小企業融資

制度貸付制度事業につきましては、各事業所に対して貸付利息の一部及び保証協会の保証料の補助

を実施し、安定した事業経営を支援するためのもので４３５万円を計上いたします。３６ページを

ご覧ください。店舗出店改修等補助事業につきましては、地域の資源を活用した新商品の開発や空

き店舗を活用して事業を開始する事業者及び既に事業行っている事業者も店舗改修の費用を助成す

るもので１千万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、町内住宅関連産業の

振興と住宅環境の向上や空き家の利活用の環境美化を促進するため、改修・解体に要する支援を行

うもので９００万円を計上いたします。２項観光振興費、観光周遊促進事業につきましては、清里

町観光振興計画に基づき観光客の周遊滞在を促進するための事業を実施し経済の循環や交流人口の

増加を図るもので７９万８千円を計上いたします。フォトコンテスト事業につきましては、清里町

の農村式風景のフォトコンテストを実施し、認知度の向上と、新たな写真愛好家などの交流滞在人

口の増加を図るもので、３７万４千円を計上いたします。３７ページをご覧ください。観光地整備

事業につきましては、清里町の貴重な自然環境の保持を図りながら資源の保全に配慮した有効的な

活用に向けての観光地整備の方向性を定めるための基本構想を策定するため、３５０万円を計上い

たします。観光協会補助事業につきましては、観光協会の運営費及び各種観光振興事業を補助する

もので１千７万７千円を計上いたします。地域イベント支援事業につきましては、清里の魅力のＰ

Ｒと交流人口の増加を図るため、実行委員会に支援を行うもので８０２万８千円を計上いたします。 

３８ページをお開きください。7款土木費、1項道路橋梁費、1目道路橋梁費、道路等整備事業

につきましては町道等の補修事業を実施するための経費と道路橋梁及び河川指定管理業務にかかる

経費であり１億４千３７１万４千円を計上いたします。２目道路新設改良費、道路新設改良事業に

つきましては、国の交付金事業として２１号道路補修及び道路橋梁保全対策事業における調査と橋

梁の長寿命化工事を行うもので６千３６８万９千円を計上いたします。２項都市計画費、１目公園

費、公園等整備管理事業につきましては、町内各公園、緑地の管理及び修繕経費として６９４万３

千円を計上いたします。３９ページをご覧ください。３項住宅費、２目住宅建設費、公営住宅建設

事業及び公営住宅改修事業につきましては、公営住宅等長寿命化計画に基づき計画的な住環境づく

りを推進するもので、それぞれ４千６１万３千円、２千５２０万円を計上いたします。 

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

学校運営協議会の導入により、子供たちを取り巻く環境の充実と地域の活性化、学校を守る体制の

強化を図るもので７１万円を計上いたします。２目教育諸費、新規事業の校務支援システム導入事
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業につきましては、北海道教育委員会の校務システムを導入することにより、教員の負担軽減を図

るもので１５２万５千円を計上いたします。４０ページをお開きください。遠距離通学バス業務委

託事業につきましては、小中学校のスクールバス業務委託であり２千２７４万９千円を計上いたし

ます。清里中学校開校７０周年統合５０周年記念事業協賛会補助事業につきましては、記念事業協

賛会による記念誌発行代金を補助するもので１００万円を計上いたします。３項中学校費、１目学

校管理費、中学校グランド改修事業につきましては、グランドの芝生化により、学習環境の改善を

図るものでありまして、５千５９２万７千円を計上いたします。４項社会教育費、１目社会教育総

務費、スポーツ文化施設管理運営事業につきましては、図書館及び各体育施設の管理を一般社団法

人清里町スポーツ文化施設管理協会に業務委託するものでありまして、３千４８１万６千円を計上

いたします。２目生涯教育費、プラネットステージ公演事業につきましては清里町１２０周年の記

念事業として実施し４００万円を計上いたします。４１ページをご覧ください。４目図書館費図書

館システム機器更新事業につきましては、現在使用機器の保守期間が終了することから、新たな機

種の導入及び管理保障を構築するもので２２３万８千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、町営野球場整備事業につきましては、内野の表土を整備することにより安全で円

滑な施設利用を図るもので、４０６万１千円を計上いたします。斜里岳ロードレース大会実行委員

会補助事業につきましては、清里町１２０年の記念大会として開催し、町民のスポーツ振興と健康

増進、交流人口の増大を図るもので３８８万円を計上いたします。４目スキー場費、スキー場リフ

ト整備事業につきましては、年次的なリフトの整備の改修整備により、リフトの安全運航を行うも

ので、７９９万２千円を計上いたします。４２ページから４９ページまで、ただいま御説明申し上

げました事業の概要になってございますので、ご参照いただきたいと思います。 

５０ページ、５１ページにつきましては、指定管理施設の予算額及び主要施設の維持管理経費と

なっておりますので、後程ご参照いただきたいと存じます。 

５２ページをお開き願います。一般会計から特別会計への繰出金についてご説明を申し上げます。

介護保険事業につきましては、介護給付費全体の１２．５％が町の負担となり、合計６千７４９万

４千円を計上いたします。国民健康保険事業につきましては法定ルールに基づき、合計３千２８３

万４千円を計上いたします。 

後期高齢者医療特別会計つきましては、保険基盤安定分事務費分、合計２千３５８万５千円を計

上いたします。 

簡易水道事業につきましては、施設整備に伴う地方債償還にかかる公債費分として３３７万８千

円を計上いたします。 

農業集落排水事業につきましては地方債に係る公債費分、調査診断業務分合計６千１３０万円を

計上いたします。焼酎事業につきましては、一般職員の人件費施設老朽化に伴う補修経費等２千６

１８万４千円を計上いたします。 

それでは、予算書の説明を申し上げます。なおページの付番につきましては各ページ右上、右下

に記載されております。予算書につきましては、歳出によりご説明申し上げますが、審議資料の説

明において主要政策や繰出金などについてご説明申し上げますので、目ごとに予算の増減の大きな

もの及び特異的な事項につきまして御説明申し上げます。予算書の３５ページをお開きください。

特定財源の内訳につきましては下段に詳細費目が記載されておりますので省略させていただきます。

また歳出につきましては、説明欄に事業ごとに予算額、予算総額及び内訳が記載されております。

各節の金額はそれぞれ事業の内訳の合計となっておりますので御承知いただきたいと存じます。そ
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れで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目議会費につきましては、４５万６千円の減でありまして視察研修事業の減が主

な内容でございます。３６ページをお開きください。 

２款総務費、1項給与費、１目職員給与費につきましては後ほど給与明細書にてご説明申し上げ

ます。３７ページ。2項総務管理費、１目一般管理につきましては１千６３万円の増で、前年度ま

で各課において処置していました臨時職員の人件費を総務課に集約したことが主な要因でございま

す。４０ページをお開きください。2目財産管理費につきましては７千５０4万円の減で、老健介

護報酬余剰金積立事業の減が大きな要因となってございます。４３ページをお開きます。3目、地

籍管理費につきましては、特異的な事項はございません。４目広報費につきましては、３２１万８

千円の増で、ホームページサイト更新委託料による増が主な要因でございます。5目自治振興費に

つきましては特異的な事項はございません。４４ページ下段からご覧ください。６目交通安全対策

費につきましては６４万２千円の増で横断歩道の新規設置にかかる設計業務委託料が主な要因でご

ざいます。４５ページ下段、７目防災対策費につきましては先ほど主要施策で説明しましたので省

略させていただきます。４６ページ中段、8目町有林管理につきましては２３９万９千円の増で町

有林新植工事が主な要因でございます。４７ページをご覧ください。９目総合庁舎管理につきまし

ては、２９２万３千円の減で庁舎用具購入の完了が主な要因でございます。４８ページをご覧くだ

さい。１０目町民会館につきましては、１２９万の増で町民会館の暖房配管の修理経費が主な部分

でございます。１１目支所及び出張所費につきましては２７０万５千円の減で、人件費が臨時職員

から再任用職員となったことが主な要因でございます。４９ページをご覧ください。１２目札弦セ

ンター費につきましては５０万９千円の減で、特殊建築物定期報告書作成業務委託費の皆減による

ものでございます。１３目緑センター費につきましては、１３７万１千円の増で緑センター煙突塗

装工事請負費が主な要因でございます。５０ページ、中ほどから１４目町民活動施設費につきまし

ては１４６万４千円の減で、設備改修工事の完了が主な要因でございます。５１ページをご覧くだ

さい。１５目顕彰費につきましては、１０６万７千円の増で顕彰に伴う記章購入等が主な要因でご

ざいます。１６目報酬等審議会費につきましては特異的事項はございません。１７目職員福利厚生

費につきましては、１千４９万３千円の増で、職員住宅整備が主な要因でございます。５２ページ、

中ほどから１８目行政情報システム管理費につきましては、主要施策で御説明申し上げましたので

省略をさせていただきます。５５ページをご覧ください。３項開発促進費、１目企画振興費につき

ましては２千１６９万２千円の減で情報交流施設整備事業の外構工事完了が主な要因でございます。

５７ページ中ほど2目土地利用計画につきましては特異的事項はございません。４項庭園のまちづ

くり事業費、１目ふるさとの森事業費につきましては１８５万６千円の増で、神の子池林道補修工

事請負費が主な要因でございます。５８ページの２目花と緑と交流のまちづくり費につきましては、

特異的事項はございません。６０ページをお開きください。３目豊かな田園づくり事業費につきま

しては、花と緑と交流のまちづくり事業費に統合した事から皆減となってございます。５項徴税費、

１目徴税費につきましては特異的事項はございません。６１ページをご覧ください。６項戸籍住民

登録費、1目戸籍住民登録につきましても特異的な事項はございません。６２ページをお開きくだ

さい。７項選挙費、１目選挙管理費につきましては３０万５千円の減で衆議院議員選挙にかかる事

務費の減でございます。8項統計調査費、１目統計調査委員費につきましては特異的事項はござい

ません。６３ページ中ほど９項監査委員費につきましては特異的事項はございません。６４ページ

をお開きください。１０項総合戦略費、１目総合戦略事業費につきましては、主要施策でご説明申
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し上げましたので省略をさせていただきます。 

６７ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費につきまして

は、１千５０万円増で社会福祉協議会に係る人件費が主な要因です。６９ページをお開きください。

2目障害者自立支援費につきましては、２７４万１千円の減で障害者自立支援事業に係る扶助費の

減が主な要因でございます。７０ページをお開きいただき、下段３目福祉サービス事業費につきま

しては特異的事項はございません。７１ページの中ほど４目老人福祉費５６３万の減でケアハウス

整備事業費の減が主な要因でございます。７３ページをお開きください。５目国民年金事務費につ

きましては４５万６千円の増で、国民年金システム改修事業によるものでございます。７４ページ

をお開きください。2項児童福祉費、１目児童母子福祉費につきましては５１１万８千円の増で子

ども子育て支援事業計画策定業務委託が主な要因でございます。７５ページをご覧ください。2目

保育所費につきましては２０３万１千円の増で、臨時保育士に係る人件費が主な要因でございます。

７６ページをお開きください。3目子育て支援センターにつきましては、特異的な要因はございま

せん。 

４款衛生費、1項衛生費、１目保健衛生総務費につきましては、８６７万１千円の増で、診療所

備品購入が主な要因でございます。７８ページをお開きください。2目予防費につきましては特異

的事項はございません。７９ページ中ほど３目各種医療対策費につきましては、６２万７千円の減

で国民健康保険特別会計繰出金の減額が主な要因でございます。８０ページをお開きください。４

目環境衛生費につきましては９２７万１千円の増で合同納骨塚整備が主な要因でございます。８１

ページ下段から５目保健福祉総合センター費につきましては１８５万６千円の減で、温泉井戸水中

モーターポンプ入替工事の完了が主な要因でございます。８３ページをお開きください。2項清掃

費、1目清掃事業につきましては９千３３６万９千円の減で清掃センター長寿命化改修事業完了が

主な要因でございます。 

８５ページをお開き中ほどから5款農林水産業費、１項農業費、1目農業委員会費につきまして

は８３万８千円の減で道内先進地視察研修終了が主な要因でございます。８６ページ中程から２目

農業振興費につきましては３２１万７千円の増で焼酎事業特別会計繰出金の増額が主な要因でござ

います。８８ページをお開きください。３目畜産業費につきましては、特異的事項はございません。

８９ページでございます。４目農地開発事業費につきましては４２３万２千円の増で管理省力化施

設整備事業関係市町村負担金の増額が主な要因でございます。９０ページ中ほど５目道営整備事業

費につきましては特異的等事項はございません。９１ページをご覧ください。２項林業費、１目林

業振興費につきましては６３万５千円の減で造林推進事業補助の減が主な要因でございます。９２

ページをお開きください。２目自然保護対策につきましては３８万３千円の増で狩猟免許取得補助

が主な要因でございます。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費につきましては２１７万１千円の増で、清里町商工振

興計画策定に係る経費が主な要因でございます。９３ページの中ほどから２目観光振興費につきま

しては主要施策で申し上げましたので省略をさせていただきます。９６ページをお開きください。

２目観光振興費につきましては、主要施策でご説明申し上げましたので省略をさせていただきます。

９６ページをお開きください。３目オートキャンプ場費につきましては５７万７千円の減で、オー

トキャンプ場塗装事業の完了により塗装事業の減が主な要因でございます。９７ページ中ほどから

４目江南パークゴルフ場につきましては特異的事項はございません。 

９８ページ中ほどから７款土木費、１項道路橋梁費、１道路橋梁費及び９９ページの２目道路新
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設改良費並びに１００ページの２項都市計画費１目公園費につきましては主要施策で説明申し上げ

ましたので説明省略をさせていただきます。１０１ページからの３項住宅費、１目住宅管理費及び

１０３ページ２項住宅建設費につきましては主要施策で御説明申し上げましたので省略をさせてい

ただきます。 

８款消防費、１項消防費、１目消防費につきましては６９７万円の減で斜里地区消防組合清里分

署負担金の減額が主な要因でございます。１０４ページをお開きください。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費につきましては２１１万５千円の減で臨時事務

職員人件費が主な要因でございます。１０５ページをご覧ください。２目教育諸費につきましては

２６３万６千円の減で教職員住宅修繕料が主な要因でございます。１０７ページをお開きください。

２項小学校費、１目学校管理費につきましては、１千２２８万８千円の減で緑小学校閉校に伴う施

設経費の減が主な要因でございます。１０８ページ下段から２目教育振興費につきましては１３８

万２千円の減で緑小学校閉校に伴い、教材整備事業の減が主な要因でございます。１０９ページ中

ほどから３項中学校費、１目学校管理費につきましては主要施策で説明申し上げましたので、省略

をさせていただきます。１１０ページ下段から２目教育振興費につきましては特異的事項はござい

ません。１１１ページ、４項社会教育費、１目社会教育総務費につきましては、１２６万６千円の

減で臨時職員の賃金が一般管理費に移行されたのが主な要因でございます。１１２ページ、中ほど

から２目生涯教育費につきましては、１９０万４千円の増で学校学童保育事業に係る臨時職員の人

件費が主な要因でございます。１１４ページをお開きください。中ほどから３目生涯学習総合セン

ター費につきましては１９１万円の減で施設の改修、修繕工事の完了が主な要因でございます。１

１６ページをお開きください。４目図書館費につきましては１１７ページの５項保健体育費、１目

保健体育総務費につきましては主要施策でご説明申し上げましたので省略をさせていただきます。

１２０ページをお開きください。２目トレーニングセンター費につきましては、８０万７千円の増

で高圧気中開閉器更新事業に係る経費が主な要因でございます。１２１ページ中ほど３目町民プー

ル費につきましては１０万３千円の増で町民プールろ過機、分解、洗浄事業が主な要因でございま

す。４目スキー場管理費につきましては主要施策でご説明申し上げますので省略をさせていただき

ます。１２２ページ下段５目学校給食センター費につきましては２５０万８千円の増で給食センタ

ー業務に係る委託料の増加が主な要因でございます。 

１２４ページをお開きください。中ほど１０款公債費につきましては、元利償還金利子合わせて

７億９千８３６万７千円を計上いたします。 

１２５ページをご覧ください。１１款予備費につきましては、前年同額の１００万円を計上いた

します。 

１２６ページをお開きください。給与明細書について御説明申し上げます。１の特別職の長など

につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成２７年４

月１日より施行されたことに伴い、教育長の身分が教育委員としての特別職の身分と教育長として

の一般職の立場をあわせ持ったものから特別職の身分のみを有するものとなりました。本町におき

ましては、現教育長の任期満了の本年１０月より法律改正後のいわゆる新教育長に移行いたします

ので１名増の３名となっております。その他における５名の減は、昨年度社会教育委員の研修事業

参加者分を給与費にカウントしていたものがなくなったことによる減が主な要因であります。また

給与費における給料及び期末手当の増は、教育長給与費の１０月分からの移行による増と人事院勧

告によるものであります。１２７ページをご覧ください。２の一般職員数につきましては、教育長
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の特別職への移行による１名の減、給与、共済費につきましても、教育長分の給与費の特別職への

移行等の理由により合わせて８８３万１千円の減となっております。１２８ページから１３４ペー

ジにつきましては、給料及び職員手当の状況を記載しており、本町においては人事院勧告に準拠し

ているところでございます。１３５ページをお開きください。３の定数外職員につきましては、い

わゆる再任用職員の給与等について記載したものがあり、本年度は職員２名の任用であります。１

３６ページをお開きください。本調書は、継続費に係る前年度末までの見込み支出額、当該年度の

支出予定額等を進行状況に関する調書であります。平成３０年度までの支出見込額については１２

億１２７万９千円となってございます。１３７ページをご覧ください。本表は債務負担行為の歳出

予定額等にかかわる調書であります。前年度となります平成２９年度までの債務負担行為は農業経

営基盤強化利子助成事業から１４０ページの清里町給食センター業務委託事業まで合計３３件とな

っております。当該年度以降の支出予定につきましては、農業経営基盤強化資金利子助成事業以下

３３件、総額３５億２千６１７万８千円となってございます。１４１ページをお開きください。本

表は地方債の現在高調べであります。１４２ページの合計欄で御説明申し上げます。前々年度の平

成２８年度末現在高は６８億２千５２５万８千円であり、前年度である平成２９年度末の現在高見

込みは、６８億１千２７万６千円。当該年度である平成３０年度中の起債見込額は７億２千１７０

万円。元金償還見込みは７億３千５３８万５千円であります。これにより当該年度末現在高見込み

は、６７億９千６５９万１千円となるものでございます。 

次に、歳入についてご説明を申し上げます。歳入につきましては前段の審議資料の説明及び事項

別明細書によりご説明申し上げているところでございます。また、特定財源の主な内訳につきまし

ても資料にて記載しておりますので、総括表にて概要のみご説明申し上げます。１４ページをお開

きください。１款町税から１０款交通安全対策特別交付金、１６款繰入金のうち財政調整基金１７

款繰越金、１８款諸収入のうち、また１９款町債の内、臨時財政対策債を合わせまして３１億１千

３９４万１千円が一般財源となります。したがいまして、特定財源につきましては国道支出金等合

せまして１９億１千９０５万９千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中 誠君）  

 次に、議案第２５号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計予算について。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 すでに上程されております、議案第２５号 平成３０年度清里町介護保険料特別会計予算につい

て御説明申し上げます。予算書の中ほど薄茶色の仕切りから介護保険事業特別会計となっておりま

すので、１４５ページをお開きください。第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ４億６千９８４万８千円とするものであります。第１条第２項につきましては、後ほど事項

別明細書により説明を申し上げます。第２条につきましては、一時借入金の最高限度額を３千万円

とするものであります。第３条につきましては歳出予算の流用を定めるものであり、第１号におい

て、同一款内での流用を定めるものであります。 

続きまして予算審議資料により予算の概要を説明いたしますので、別冊の予算審議資料５５ペー

ジをお開きください。平成３０年度の予算総額は、４億６千９８４万８千円で前年度対比で３千３

６１万９千円の増額であり、率にしまして１０７．７％であります。歳入の款における主な内容に

ついて前年度対比額で説明をいたします。１款介護保険料の６４４万７千円の増、３款国庫支出金
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１千６１１万円の増、４款道支出金４０７万４千円の増、５款支払基金交付金３２７万円の増、７

款繰入金３１４万８千円の増額は保険給付費の伸びによるものです。 

次の歳出の前年対比で主な内容について説明いたします。２款保険給付費２千６０３万円の増額

は居宅介護サービスの伸びを見込んだものであります。３款地域支援事業の８１０万８千円は包括

的支援事業委託料の増額にもよるものであります。 

次に予算書にお戻りいただき、介護保険特別会計１６１ページの歳出をお開きください。 

歳出の主な特定財源について説明申し上げます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費

は介護保険に関わる事務経費で特定財源の他事務費繰入金とあるのは一般会計からの繰入金になり

ます。次の２項賦課徴収費、１目賦課徴収費については、保険料徴収に係る事務経費で特定財源そ

の他は一般会計からの繰入金の他、財源内訳の記載のとおりであります。次のページ１６２ページ

をお開きください。３項介護保険認定審査会費、１目介護認定審査会費は網走市ほか３町の認定審

査会負担金であります。次の２目認定調査費は介護保険認定調査に係る主治医意見書や認定調査の

委託の経費であります。続きまして、２款保険給付費、１項介護保険サービス等諸費、１目居宅介

護サービス給付費につきましてホームヘルプサービス、訪問看護、デイケア、ショートステイなど

居宅介護に給付負担金として１億２千７７０万円。福祉用具購入が１３０万円。手摺取り付けなど

の住宅改修費用が２６０万円。ケアプラン作成などの費用であります居宅介護サービス計画給付費

が１千７２０万円となっております。特定財源の他、介護給付費繰入金また低所得者保険料軽減繰

入金は一般会計からの繰入金です。４介護給付費交付金は２号被保険者の保険料からの負担分で支

払基金からの交付金です。以後、保険給付費について同様です。２目地域密着サービス給付費６千

万円は、特別養護老人ホーム清楽園のデイサービスとユニットケアの利用者分を見込むものです。

１６４ページをご覧ください。3目介護サービス給付費１億８千８００万円につきましては、特別

養護老人ホーム・介護老人保健施設等に係る給付費であります。４目審査支払手数料３８万５千円

は国保連合会に対する介護報酬審査支払手数料です。次のページをご覧ください。２項高額介護サ

ービス等費、１目高額介護サービス等費は同じ月に利用したサービスの自己負担の合計が限度額を

超えた場合、申請により超えた部分を保険から給付するものであります。１６６ページをご覧くだ

さい。次の３項高額医療合算介護サービス等費、１目高額医療合算介護サービス等費につきまして

は、医療給付と介護給付の自己負担の合計が限度額を超えた場合の保険給付であります。４項特定

入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等費２千８５０万円については施設の居住

費や食費は原則利用者負担となっておりますが、所得の低い方には負担の上限を設定し、上限を超

える額を保険で給付をいたします。次のページをご覧ください。３款地域支援事業費、１項介護予

防生活支援サービス事業費、１目介護予防生活支援サービス事業費は、昨年より行っています地域

支援事業のための予算です。特定財源他地域支援事業費繰入金は一般会計からの繰入金です。４介

護予防事業支援交付金は支払基金からの交付金です。以降、地域支援事業費についても同様です。

２目介護予防ケアマネジメント事業費も地域支援事業のケアマネジメントに係る委託料等です。１

６８ページをご覧ください。２項一般介護予防事業費、１目一般介護予防事業費８４万４千円は高

齢者を対象とした介護予防にかかる事業費でいきいき健康講座の講師への報償金やふまネット運動

教室の委託料などです。次のページをご覧ください。３項包括的支援事業任意事業費、１目包括的

支援事業費は地域包括支援センター委託事業に係る費用１千１３４万８千円のほか、平成３０年３

月から事業開始しました、認知症総合支援事業委託料４０万２千円などです。２目任意事業が在宅

介護家族の負担軽減と介護技術の普及向上を図るための事業、それから成年後見人制度の利用を支
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援する事業の助成金などです。次のページの４款基金積立金、５款公債費については説明を省略さ

せていただきます。 

次に歳入につきましては１５０ぺージの総括で説明します。１款の介護保険料９千３０万円、７

款繰入金のうち１千円、８款の繰越金１００万円が一般財源であり、これを除く２款から９款まで

の合計３億７千８５４万７千円が特定財源となります。以上で予算の説明を終わります。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第２６号 平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について。町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 既に上程されております、議案第２６号 平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて御説明申し上げます。予算書の黄色の中表紙をお開きいただき、１７３ページをご覧くださ

い。第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ７億５千１６１万円と定めるも

のでございます。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。

第２条につきましては、地方自治法の規定により歳出予算の流用について定めるものであり、第１

項第１号において保険給付費における同一款内での流用を認める規定でございます。 

次に審議資料によりご説明いたしますので、別冊の予算審議資料、黄色の中表紙国民健康保険事

業特別会計の６３ページをお開きください。平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計予算総

括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計額は、７億５千１６１万円であり前年度比較では１

億９６万４千円の減、前年度対比８８．２％となってございます。歳入の款毎における予算額をご

説明いたします。１款国民健康保険税につきましては北海道に納める納付金の額と平成２９年分の

所得見込み等により推計し、前年度比較５３５万５千円減額の２億１千９１４万５千円を計上して

ございます。２款使用料及び手数料につきましては前年同額となってございます。３款道支出金で

は、道補助金として、保険給付費を賄うための新たに保険給付費等交付金として４億９千９１４万

１千円が皆増となり、従来の財政調整交付金は廃止となるものでございます。４款財産収入につき

ましては、前年同額となってございます。５款繰入金１５１万２千円の減額は保険基盤安定化繰入

金の減によるものでございます。６款繰越金につきましては前年同額であり、７款諸収入３１万４

千円の減額は、特定検診徴収金の減によるものでございます。７款の下段に記載しております国庫

支出金等につきましては、平成３０年度からの国民健康保険事業の都道府県化に伴い、北海道が財

政運営の責任主体となることから交付金等については、北海道が交付を受けることとなり、また共

同事業交付金は、納付金において整理されることとなったため廃止するものでございます。 

続いて、歳出の款毎の予算額を説明いたします。２款総務費につきましては、都道府県化に伴う

システム改修が終了したことにより、前年比較１９０万１千円の減でございます。２款保険給付費

につきましては、実績を基に医療費等推計積算し、３６９万８千円減額の４億９千４３０万２千円

を計上してございます。３款国民健康保険事業納付金につきましては、都道府県化に伴い北海道が

算定する、必要な納付金を納入するものであり、２億４千８６８万１千円の皆増でございます。４

款共同事業拠出金につきましては、高額医療費拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金が廃止とな

るため２億１千７００万１千円の減でございます。５款保健事業費につきましては２４１万７千円

の減額であり、特定健康診査の目標設定の変更に伴う健診費用の減額でございます。６款基金積立

金及び７款諸支出金につきましては前年同額となってございます。７款の下段に記載しております
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後期高齢者支援金等から介護納付金までは、都道府県化により北海道において支出することとなる

ため、また公債費については同じく都道府県化により一時借り入れの必要がなくなるため利子の予

算計上額となることから廃止するものでございます。 

６４ページは、款別性質別の予算分類表であり、説明は省略させていただきます。６５ページは、

主要政策事業の事業内容、事業費及び財源内訳、次の６６ページにつきましては国民健康保険事業

についてであり後ほどご参照いただきたいと存じます。それでは歳出についてご説明いたしますの

で、予算説明書の１８９ページをお開きください。 

歳出の特異的事項について御説明申し上げます。なお特定財源の御説明につきましては、財源内

訳欄に記載しておりますので省略させていただきます。 

１款総務費、２項総務管理費、１目一般管理費につきましては、都道府県化のために必要なシス

テム改修が終了したことによる減額でございます。２項徴税費、１目賦課徴税費及び１９０ページ

の３項運営協議会費、１目運営協議会費につきましては特異的な事項はございません。１９０ペー

ジをご覧ください。 

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費から１９１ページの５目審査支払

手数料までにつきましては実績をもとに推計積算し、計上しているものでございます。１目一般被

保険者療養給付費は、前年度と同額の４億２千３００万円、２目退職被保険者等療養給付費は、３

６０万円減額の６００万円、３目一般被保険者療養費は前年度同額の３３６万円、４目退職被保険

者等療養費は３万６千円減額の６万円、５目審査支払手数料につきましては、８万８千円増額の１

１８万８千円となってございます。２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費から４目退職被

保険者等高額介護合算療養費までにつきましても実績をもとに推計積算し、計上しているものでご

ざいます。１目一般被保険者高額療養費は、前年度と同額の５千２８０万円。２目退職被保険者等

高額療養費は、前年度比較３０万円減額の６０万円。３目一般保険者高額介護合算療養費及び４目

退職被保険者等高額介護合算療養費につきましては前年度同額を計上しているものでございます。

１９２ページをご覧ください。３項移送費、４項出産育児一時金につきましては特異的な事項はご

ざいません。１９３ページの５項葬祭諸費は前年度比較１５万円増額の４５万円であり、都道府県

化に伴い、葬祭費が３万円に統一されたことによる増額でございます。 

３款国民健康保険事業費納付金につきましては、都道府県化により、北海道が算定した必要な納

付金を納入するものであり、新たに生じた期間でございます。財源といたしましては国民健康保険

税と法定繰入金により賄うものでございます。１項医療給付費分、１目一般被保険者事業給付分と

して１億７千５０３万７千円、２目退職被保険者と医療給付費分として５８万３千円、１９４ペー

ジをご覧ください。２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金分として４千

９４４万１千円、２目退職被保険者後期高齢者支援金等分として１６万７千円、３項介護納付金分、

１目介護納付金分として２千３４５万３千円を計上するものでございます。１９５ページをご覧く

ださい。 

４款共同事業拠出金、１目共同事業拠出金につきましては昨年までのその他共同事業拠出金から

名称変更しておりますが、特異的な事項はございません。高額医療費共同事業医療費拠出金及び保

険財政共同安定化事業拠出金につきましては、納付金において精算することとなるため廃止するも

のでございます。 

５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費につきましては２４１万７千円減額の３２５万７千

円を計上するものでございます。第３期特定健康診査等実施計画の策定にあたり、国の指針を参考
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として、目標とする受診率の見直しを行った結果、目標受診者数が減少したことにより健康診査に

要する費用を減額するものでございます。１９６ページをご覧ください。２項保健事業費につきま

しては特異的な事項はございません。 

６款積立金及び７款諸支出金につきましては特異的な事項はございません。 

続いて廃止する款についてご説明いたします。１９７ページをごらんください。後期高齢者支援

金等につきましては、納付金をもとに北海道において支出を行うため廃止するものでございます。

前期高齢者納付金等につきましても、北海道において支出を行うため廃止するものでございます。

老人保健拠出金につきましては、老人保健制度が平成２０年度に後期高齢者医療制度に移行し、平

成２９年度を以て事業の清算が完了するため廃止するものでございます。１９８ページをご覧くだ

さい。介護納付金につきましては、納付金をもとに北海道において支出を行うため廃止するもので

ございます。公債費につきましては、北海道において財政運営を行うため、一時借入金を行う必要

がなくなり借入利子である公債費について廃止するものでございます。 

次に、歳入の特異的事項についてご説明申し上げますので、１８３ページへお戻りください。歳

入につきましては例年総括表により一括説明しているところでございますが、今年度は都道府県化

に変更がございますので明細書によりご説明申し上げます。 

１款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目国民健康保険税につきましては北海道に納める

納付金の額と平成２９年分の所得見込み等により推計し、前年度比較５３５万５千円減額の２億１

千９１４万５千円を計上してございます。 

２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料につきましては特異的な事項はございませ

ん。 

３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金は歳出の保険給付費を賄うために北海道

から交付されるもので４億９千９１４万１千円を計上してございます。また、同じく道補助金であ

った財政調整交付金及び道負担金であった高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金につ

いては、納付金の中で整理されるため廃止するものでございます。 

４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金につきましては特異的な事項はございま

せん。１８４ページをご覧ください。５款繰入金、６款繰入金、７款諸収入につきましては特異的

な事項はございません。 

続いて廃止する款につきまして１８５ページをご覧ください。１８５ページの国庫支出金から１

８６ページ前期高齢者等交付金につきましては都道府県化に伴い、北海道が財政運営を行うことか

ら町が受けていた交付金等を北海道において交付を受けることとなり、また共同事業交付金につき

ましては、納付金において整理されることとなったため廃止するものでございます。 

最後に１７８ページの総括表をご覧ください。１款国民健康保険税、２款使用料及び手数料、６

款繰越金及び７款諸収入３７万４千円のうち１万３千円合計２億１千９２７万３千円があり、一般

財源であり３款道支出金から５款繰入金まで７款諸収入３７万４千円のうち３６万１千円、合計５

億３千２３３万７千円が特定財源でございます。 

以上説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に議案第２７号 平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について。町民課長。 
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○町民課長（河合雄司君） 

 既に上程されております、議案第２７号 平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計予算につ

いてご説明を申し上げます。予算説明書の緑色の中表紙をお開きいただき、２０１ページをご覧く

ださい。第１条第１項につきましては、予算の総額を、歳入歳出それぞれ７千１２０万６千円と定

めるものでございます。第１条第２項につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明を申し上

げます。次に審議資料によりご説明いたしますので、別冊の予算審議資料６９ページをお開きくだ

さい。平成３０年度後期高齢者医療特別会計予算総括表をご説明いたします。歳入歳出の予算合計

額は、７千１２０万６千円であり、前年度比較では３２７万４千円の増、対前年比１０４．８％と

なってございます。 

歳入の款毎における予算額をご説明いたします。１款後期高齢者医療保険料につきましては、広

域連合の算定見込みにより、前年度比較１５４万４千円増額の４千６９４万円を計上してございま

す。２款使用料及び手数料は増減はございません。３款国庫支出金につきましては、保険料還付軽

減に関するシステム改修に対する補助金５６万７千円を当初より見込むものでございます。４款繰

入金１１０万４千円の増につきましては、事務費繰入金の増額であり、広域連合におけるシステム

機器更新に係る負担額の増によるものでございます。５款繰越金につきましては増減はございませ

ん。６款諸収入につきましては、保険料の還付に備え、広域連合からの保険料還付金及び還付加算

金について、合計５万９千円を増額するものでございます。 

続いて、歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、システム改修に係

る費用を計上したため５７万５千円の増額となってございます。２款後期高齢者医療広域連合納付

金は、保険料負担金、低所得者保険料軽減分にかかる保険基盤安定負担金及び事務費負担金として

２６４万円増額の６千９３１万８千円を計上してございます。３款諸支出金につきましては歳入と

同様に、保険料の還付に備え保険料還付金及び還付加算金について、合計５万９千円を増額するも

のでございます。７０ページをお開きください。７０ページは款別性質別節別の予算分類表であり

説明は省略させていただきます。７１ページは、主要政策事業の事業内容、事業費及び財源内訳。

次の７２ページは後期高齢者医療制度の概要であり、後ほどご参照いただければといただきたいと

存じます。 

それでは歳出についてご説明いたしますので予算説明書２１５ページをご覧ください。歳出の特

異的事項について御説明申し上げます。なお特定財源の内訳につきましては財源内訳欄に記載して

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

てはシステム改修業務委託料として、保険料還付軽減に関するシステム改修に要する経費５６万７

千円を計上してございます。２項徴収費、１目徴収費につきましては特異的な事項はございません。

２１６ページをご覧ください。２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、前年度比較で

保険料負担金が１５４万４千円の増、保険基盤安定負担金が４万１千円の減、事務費負担金が１１

３万７千円の増であり、合計２６４万円の増額となってございます。３款諸支出金、１項償還金及

び還付加算金につきましては特異的な事項はございません。 

次に歳入について総括表によりご説明申し上げますので、２０６ページへお戻りください。１款

後期高齢者医療保険料、２款使用料及び手数料、５款繰越金及び６款諸収入のうち延滞金加算金及

び過料２項町預金利子の計２千円、合計で４千６９４万４千円が一般財源であり、３款国庫支出金

及び４款繰入金５款諸収入のうち３項償還金及び還付加算金の１１万円合計２千４２６万２千円が

特定財源でございます。以上説明とさせていただきます。 
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○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第２８号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計予算について。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 既に上程されております、議案第２８号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計予算につい

て御説明申し上げます。予算書の水色の仕切りをお開きいただき、２１９ページをご覧ください。

第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ６千１７１万２千円と定めるもので

す。第１条第２項につきましては後程事項別明細表でご説明申し上げます。先に審議資料により予

算の説明をしますので、別冊の審議資料水色の仕切り簡易水道事業特別会計の７５ページをお開き

ください。 

平成３０年で予算の総括表をご説明申し上げます。歳入歳出の予算金額は６千１７１万２千円と

なっており、前年度当初予算と比較では８２４万円の増、対前年度比１１５．４％になっておりま

す。歳入の款毎における予算額を対前年度比較で御説明申し上げます。１款使用料及び手数料につ

きましては、平成２９年度実質を参考としながら前年度と同額の４千８５８万９千円を計上いたし

ております。２款財産収につきましては、前年度比較２千円増となっており、基金利子の増による

ものです。３款繰入金につきましては、前年度比較６７３万８千円の増となっており、内訳は、簡

易水道施設整備基金繰入金の増となっております。４款繰越金は前年度同額となっており、５款諸

収入は道道工事に伴う水道管移設補償により、前年度比較１５０万円の増となっております。 

次に、歳出の各款の予算額を説明いたします。１款総務費につきましては、水道循環車更新の減

により前年度比較２５６万１千円の減となっております。２款施設費につきましては水道メーター

器更新事業費の増が主な要因となり、前年度比較で１千８０万円の増となっております。３款公債

費につきましては１千円の減となっており、４款基金積立金２千円の増は、簡易水道施設整備基金

積立金の増であります。７６ページは、款別性質別節別の予算分類表であり説明は省略させていた

だきます。 

７７ページをご覧ください。平成３０年度の主な事業内容についてご説明いたします。水道配水

管移設事業につきましては、道道止別線改良工事に伴う水道管の移設工事費として３９０万円計上

しており水道メーター器更新事業につきましては、計量法に基づき８年を経過した水道メーターを

更新するものであり、第１、第２施設合わせて２８０箇所、実施する経費として１千５６０万円を

計上いたしております。 

それでは予算書の説明を申し上げます。歳出よりご説明いたしますので、簡易水道事業特別会計

予算の２３３ページをお開きください。歳出の特異的事項と財源内訳について御説明いたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、当会計に属する職員１名分の人件

費と通常の施設管理に必要な物件費を計上しております。また、１３節委託料に水道メーター器検

針委託料及び水質検査委託料、施設点検委託料合わせて６７２万９千円を計上いたします。２３５

ページをご覧ください。２款施設費、１項施設整備費、１目施設整備費につきましては、先ほど主

要施策でご説明申し上げました水道管の移設工事費とメーター更新費用合わせて１千９５０万円を

計上いたします。３款公債費及び４款基金積立金につきましては総括表でご説明したとおりであり、

特異的な事項はございません。公債費の特定財源のその他３３７万８千円は一般会計からの繰入金

であります。また、基金積立金の特定財源のその他６千円は、基金利息となっております。なお、
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２３６ページから２４３ページにつきましては、当会計に属します職員１名分の給与費明細書であ

り、一般会計と同様の内容様式となっておりますので説明を省略させていただきます。 

続いて２４４ページをご覧ください。本表は地方債の現在高調べとなっております。区分は簡易

水道債であり、合計欄でご説明いたしますが前々年度、平成２８年度末現在高は１億５千７１７万

１千円、前年度平成２９年度末現在高見込額は１億４千７１０万４千円、当該年度平成３０年度中

の元金償還見込額は１千３１万円、平成３０年度末の現在高見込額は１億３千６７９万４千円とな

る見込みでございます。 

次に歳入について御質問申し上げますので、２２４ページをお開きください。歳入につきまして

は、前段の審議資料において御説明申し上げましたので総括表でご説明いたします。２款使用料及

び手数料、４款繰越金、５款諸収入のうち、雑入１千円の合計５千９万円が一般財源であり、２款

財産収入、３款繰入金、５款諸収入のうち移設補償金１５０万円の合計１千１６２万２千円が特定

財源となっています。以上提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第２９号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について。産業建設課

長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 既に上程されております、議案第２９号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計予算に

ついてご説明します。予算説明書の薄紫色の仕切りをお開きいただき２４７ページをご覧ください。

第１条第１項につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１千７８万９千円と定めるもの

です。第１条第２項につきましては後程事項別明細書でご説明申し上げます。 

次に審議資料により予算の概要ご説明いたしますので、別冊の審議資料のうす紫色の仕切り農業

集落排水事業特別会計の８１ページをお開きください。平成３０年度農業集落排水事業特別会計予

算総括表をご説明申し上げます。歳入歳出の予算合計額は１億１千７８万９千円となっており、前

年度当初予算の比較では１千６０万９千円の増、対前年度比１１０．６％となっております。 

歳入の款ごとにおける予算額と対前年度比較において御説明申し上げます。１款分担金及び負担

金につきましては増減ございません。２款使用料及び手数料につきましては、平成２９年度実績見

込み額を参考としながら前年度比較１０万円増の３千７８８万８千円を計上しております。３款道

支出金につきましては、機能強化事業計画の農山漁村地域整備交付金として、前年度比較４５１万

円増の８５０万円を計上しています。４款繰入金につきましては、一般会計繰入金であり、前年度

比較４４９万９千円増の６千１３０万円となります。５款繰越金は前年度と同額を計上しており、

６款諸収入は、道道工事に伴うマンホール移設補償により前年度比較１５０万円増の１５０万１千

円を計上しております。 

次に歳出の款毎の予算額を説明いたします。１款総務費４２万７千円の増につきましては、一般

管理費の職員給与費の増によるものです。２款事業費１千１８万３千円の増につきましては、施設

の機能強化事業計画業務委託料の増によるものです。３款公債費につきましては、前年度比較１千

円の減となっております。８２ページをお開きください。８２ページは款別性質別節別の予算分類

表であり説明は省力させていただきます。８３ページをご覧ください。 

平成３０年度の主な事業内容ですが、町単独事業につきましては、公共桝の新設工事として２箇
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所１００万円、処理施設の機器類の年次的修繕料として１２０万円、道道止別線改良工事とかマン

ホールかさ上げ工事として１５０万円、下水道メーター器更新費用として１３万９千円、合わせて

３８３万９千円を計上しています。特定財源１５０万円は、マンホール移設の移転補償金であり１

０万円は農業集落排水施設分担金となっております。下水道業務関連委託事業につきましては、地

区の下水道台帳作成委託料として３５万４千円、施設の機能強化に向けた最適整備構想費作成費６

３０万円、調査診断業務委託料９００万円、合わせて１千５６５万４千円となっております。 

予算書の説明を申し上げます。歳出よりご説明いたしますので、農業集落排水事業特別会計予算

の２６１ページをお開きください。歳出の特異的事項と財源内訳についてご説明いたします。１款

総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては当会計に属する職員１名分の人件費及び

管理的物件費等となっており特異的な事項はございません。２目施設管理費につきましても、２６

２ページにあります１３節委託料９１６万３千円をはじめ２つの施設に係る通常の維持管理費とな

っております。同じく２６２ページをご覧ください。２款事業費、１項農業集落排水事業費、１目

農業集落排水事業費につきましては、先ほど主要施策でご説明いたしました、町単独事業及び処理

施設の機能強化を伴う委託料を計上しており、特定財源の内訳は国庫支出金の農山漁村整備交付金

８５０万円とその他農業集落排水施設分担金の１０万円、一般会計繰入金４５０万円、雑入１５０

万円を合わせた６１０万円となっております。２６３ページをご覧ください。３款公債費につきま

しては地方債の元金および利子合わせて５千６８０万円を計上しており、財源は特定財源となる一

般会計からの繰入金となっております。２６４ページから２７１ページにつきましては職員１名分

の給与費明細書であり、一般会計と同様の内容様式となっておりますので説明を省略させていただ

きます。 

続いて２７２ページをご覧ください。本表は地方債の現在高調べとなっております。区分は下水

道債と特例債であり、合計欄で御説明いたします。前々年度、平成２８年度末現在高は４億８千５

２９万８千円、前年度、平成２９年度末現在高見込額は４億４千１７万２千円、当該年度、平成３

０年度中の元金償還見込額は４千６４９万７千円、当該年度末、平成３０年度末現在高見込額は３

億９千３６７万５千円となる見込みでございます。 

次に歳入についてご説明いたしますので、２５２ページにお戻りください。歳入につきましては、

前段の審議資料においてご説明いたしましたので総括表でご説明いたします。２款使用料及び手数

料、５款繰越金、６款諸収入のうち雑入千円の合計３千９３８万９千円が一般財源であり、１款分

担金及び負担金、３款道支出金、４款繰入金、６款諸収入のうち２つにより１５０万円合計７千１

４０万円が特定財源となっております。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に、議案第３０号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算について。焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君） 

 既に上程されております、議案第３０号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算につきまし

てご説明を申し上げます。予算書及び予算説明書のうぐいす色の次の２７５ページをお開きくださ

い。第１条第１項につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４千１８０万３千円とする

ものです。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条に

つきましては、一時借入金の限度額を２千万円と定めるものです。 



68 

続きまして、別冊の予算審議資料でご説明いたしますので審議資料のうぐいす色の次の８７ペー

ジ予算総括表をお開きください。平成３０年度の歳入歳出予算額の合計は、１億４千１８０万３千

円であり、前年比較では１千７３２万１千円の増加となります。前年度対比１１３．９％でありま

す。 

歳入の款別における前年度比較金額の主な内容について申し上げます。１款財産収入１億１千５

３０万４千円は財産売上収入並びに財産運用収入であり前年度の比較で１千１９５万２千円の増加

で主なものは販売計画、６５.８キロリットルで新価格にて試算した販売額の総額となっております。

２款繰入金２千６１８万４千円、一般会計繰入金であり前年度比較で５３６万９千円の増額は、修

繕費及び設備更新費のうち１件３００万円以上を繰入対象としたもので、内訳は小荷物専用昇降機

と汚水処理施設の修繕であります。３款繰越金３０万円は前年度繰越金であり、増額はありません。

４款諸収入１万５千円は、雑収入であり増減はありません。 

次に歳出について御説明申し上げます。１款総務費７千３１６万９千円は一般管理費で前年度よ

り１千２８９万円の増額になっており、主なものは、修繕料と備品購入費で修繕料で約７８０万円

です。内訳は、地下配水管修繕で１８０万円、汚水処理施設修繕で３００万９千円、小荷物専用昇

降機修繕で３４５万６千円及び備品購入費のフォークリフト更新で２７０万円となっております。

２款製造費６千８６０万４千円は醸造費で、前年度より４４３万１千円の増額額となっており、主

なものとして製造量等に伴う賃金の増額及び樽の更新焼き直しの経費となっております。３款公債

費は、前年同額であります。８８ページをお開きください。焼酎事業特別会計の款別性質別節別予

算分類表であり説明は省略させていただきます。 

続きまして、８９ページをご覧ください。平成３０年度焼酎等製造販売計画であります。１の製

造販売計画でありますが、じゃがいも４万７千５００キログラム原料に使用し、仕込み回数３８回、

製造量は７２キロリットルを製造いたします。２の販売計画でありますが、販売本数は焼酎、飲料

水、その他を合計して１３万２千７４６本、販売数量６５．８キロリットル、販売額は１億１千５

３０万３千円で前年より１千１９５万２千円の増といたしました。年度別製造販売数量の実績は、

記載のとおりとなっておりますのでご参照ください。 

続きまして予算説明書の事項別明細書により、歳出から御ご説明申し上げますので、焼酎事業特

別会計の２８９ページをお開きください。１款総務費、１目一般管理費は職員４名分の人件費並び

に管理用物件費及び公課費などであり１千２８９万円の増、２９１ページをお開きください。２款

製造費、１目醸造費は臨時職員賃金及び醸造瓶詰経費、原材料費などの物件費であり、４４３万１

千円の増額、総務費及び製造費の増額理由は総括表の歳出で説明いたしましたので省略させていた

だきます。２９２ページをお開きください。３款公債費、１目利子につきましては、前年度同額と

なっております。なお２９３ページ以降は、給料明細となっておりますが、説明は省略させていた

だきます。 

次に、歳入について御説明いたしますので２８０ページにお戻りください。内容につきましては

審議資料の歳入でご説明いたしましたので省略させていただきます。１款財産収入、３款繰越金、

４款諸収入は一般財源で合計額は１億１千５６１万９千円、２款繰入金は特定財源で２千６１８万

４千円であります。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで、各会計予算の説明が終わりました。 
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本日はこれで散会します。 

 明日は、９時３０分からの再開となります。 

                              散会 午後 ０時１７分 
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平成３０年第１回清里町議会定例会会議録（３月１３日） 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 
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                                                       開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

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

より、議長において６番 勝又武司君、７番 加藤健次君を指名いたします。 

 

●日程第２  一般質問 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、一般質問を行います。発言を許します。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 おはようございます。それでは通告に従い質問させていただきます。 

まず、コミュニティスクールについて、教育振興基本計画が平成２５年小中学校指定校から始ま

ったものだと覚えております。国は３千校を目標にしてこれが進められたわけですけども、現実に

その効果というのがいろんなことで顕著に現れたということで、さらに地方教育行政組織運営に関

する法律の改正がされ、２９年４月学校運営協議会、コミュニティスクールの設置努力目標になっ

たということで理解しております。当初は昨年４月以降に組織され約１年を迎えたことと思ってお

ります。これは学校、保護者、地域の皆さんの意向を踏まえて教育委員会が決定するというもので

す。あくまでも地域の皆さんの意向を踏まえてというところがひとつ入っております。今までの保

護者、学校ということから、枠を出たことなんだろうと記憶しております。 

地方は特に地域とともに学校支援体制というのは十分できていると理解していました。しかし、

世の中のいろいろな教育の多様性を踏まえて特に地域とともに学校支援体制ということについてさ

らに深く入り込んだことだろうと思います。そのへんについて、従来の組織よりこのコミュニティ

スクールが組織形成された経過とまた将来について、基本的な構成はどのように進んでいるのか。

あるいは清里の目指すところ、近々の目標ビジョンについて、伺いたいと思います。 

次に、このコミュニティスクールがどのように効果的に運営されるかということが非常に大事な

部分だと思います。枠組みは作りました。しかし中がどういう形で進んでいくかということについ

ては、これから議論、熟議されることなんだろうと思いますが、この辺がどのように進んでいくの

か。僕は、大事な部分としてはコーディネーターが必要なんだろうと思う。今までの経過から見る

とＰＴＡと学校の間はやっぱり学校の先生、校長が尽力されて進んでいったことなんだろうと思い

ますが、まさしく地域がどうやって絡むかということについては、接着剤となる地域コーディネー

ターの役割というのは非常に大事。しかも組織されたものが、今後どのように進んでいくかという

ことについては、立ち上げの部分がそのうち何とかなる、じゃない。よく言われる垂直立ち上げと

いうのは非常に大事なんだろうと思います。その中でいろんなことで修正しながらでき上がってく
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るのかなと思いますので、その辺の考え方についてお聞きしたいと思います。 

それと２点目、幼保一元化について。これはまだまだ先と言いながらも清里町の教育推進計画の

中に認定こども園について検討していきます。これは非常に大きな部分の位置づけになっているか

なと思います。教育推進計画の中の一番肝心な部分で書かれております。この辺については、今後

のことなんでしょうけども、考え方・進め方についてお聞きしたいと思います。 

３点目は、教育環境の充実についてということなのですが、持続可能まさしくこの教育について

は、人口減少あるいは過疎化ということの中で教育の占める大きな役割というのは、いろんなこと

で書かれております。それについて、従来非常に多くの施策がとられています。清里は多くの教育

予算と教育のいろんなプログラムが組まれているのですが、これがこの地域でうちの町が一番優れ

ているんだという胸を張れるのかという部分で十分僕はいけるプログラムはたくさんあるんだと思

います。でもそれは私どもが子育てについて教育は力を入れていますよということのアクションな

り、アピールというのは非常に大事な部分だと思います。それについては、その考え方について再

度改めた新しいプログラムということも大事なことになると思いますので、これは町長の方にお聞

きしたいと思います。以上３点について、まず質問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） 

 ただ今河口議員からございました、コミュニティスクールについて及び幼保一元化につきまして

私の方から１回目の答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

まずコミュニティスクールについてでございます。御質問のこの制度につきましては、国におい

て平成１６年度に導入された制度でありまして、学校に学校運営協議会を設置し運営をしていくも

のでございます。平成２９年４月現在、北海道におきましては道内３６市町村で導入がされており

ます。なおこの学校運営協議会の制度につきましては、先ほども議員からありましたとおり、平成

２９年４月法により努力義務化がされているところでございます。コミュニティスクールは地域社

会のつながりや支え合いの希薄化、グローバル化の進展、子どもたちの規範意識、社会性、そして

複雑多様化した学校の問題に伴う教職員の負担増、こういった課題に対応するために社会総がかり

での教育を実現することが不可欠であるという考え方が根底にございます。子どもたちがこれから

の町、地域の担い手としての資質や能力を身につけるためには、学校と地域が目標を共有し、地域

の人物的資源と連携しながら学校教育が推進されるということが必要となってまいります。コミュ

ニティスクールに設置される学校運営協議会は、１つ目として校長が作成する学校運営の基本方針

を承認すること。２つ目として、学校運営について意見を述べること。３つ目として、教職員の任

用に関して意見を述べることができることという主な役割がございます。 

本町におきましては、平成２９年４月より清里小学校及び清里中学校にこの制度を導入し、合同

で１つの学校運営協議会を設置するとともに清里小学校、清里中学校のそれぞれの教員及び教育委

員会職員あわせて３名の事務局体制をとって現在進めております。この学校運営協議会のメンバー

につきましては、その設置要綱によりまして保護者、地域の住民、学校の校長及び教頭、学識経験

者、関係行政機関職員等となっておりまして、平成２９年度におきましてはそれぞれ小中学校の校

長先生、教頭先生、ＰＴＡの代表の方、民生児童委員、自治会連合会、青年団、自治会女性部、そ
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してさらに地域活動を行っている団体の方など１８名を任命しております。本町の学校運営協議会

の開催につきましては年３回開催され、地域の方々が学校運営の内容を知り理解するとともに、学

校運営に地域の方々の意見が反映されることとなっております。コミュニティスクールを導入した

学校では、このような制度のもと特色ある学校づくりや学校の活性化が図れるとともに、保護者や

地域の理解が深まり教育活動が充実し、児童生徒の成長がより促されることとなるというふうに考

えております。 

現在までの進捗状況でございますが、第１回目の学校運営協議会を昨年６月に開催いたしました。

協議会委員の任命を行うとともにコミュニティスクール制度について委員の理解を深めたところで

ございます。第２回目は１０月に開催され、学校活動を現場で支援していただける子ども未来応援

団という制度について協議をするとともに清里小学校及び清里中学校の上半期の学校運営について

の評価や学校から地域に対する要望などが話されたところでございます。３回目は３月８日に開催

され、今後コミュニティスクールを取り組んでいくための組織について議論されたほか、各学校の

地域に対する要望事項、下半期の学校運営についての評価、さらに平成３０年度の学校運営方針に

ついて協議されました。 

平成３０年度からの活動につきましては、学校において直接教育活動の支援を行っていただく先

ほど申し上げました子ども未来応援団を立ち上げていくとともに、清里小学校、清里中学校それぞ

れにおいて地域の方々に学校に足を運んでいただき、学校と一体となった教育活動が実践されるよ

うにしていきたいと思っております。 

次にこのコミュニティスクールにおけるコーディネーターの役割についてでございますけれども、

学校現場におけるニーズとそれに対応できる地域人材、これをマッチングさせ地域住民がスムーズ

に学校現場に入り教育活動を行っていただけるよう、コーディネーターの配置は必要であると考え

ております。コーディネーターは教員が展開しようとしている教育活動の内容や趣旨を把握すると

ともに、どのような人材が必要なのかを見極めまして、地域において適任な方を探して連絡調整す

ることが主な業務と考えております。このようなことから、今後の学校における職員体制等を勘案

いたしまして、学校運営協議会とも協議をしながらコーディネート機能のあり方、配置について検

討してまいりたいと考えております。 

次に２点目、幼保一元化についてでございます。御質問の認定子ども園等につきましては、平成

２６年度に町が策定いたしました子ども子育て支援事業計画の中に、認定こども園の実施に向け私

立幼稚園、教育委員会、町が相互に連携することができる体制を整備することを掲げております。 

また平成２７年度に教育委員会が策定いたしました清里町教育推進計画におきまして、幼児教育

の充実について、子育て支援の充実のため保健福祉課と連携し、認定こども園等幼保一元化につい

て検討することとしております。認定こども園につきましては、社会環境の変化に柔軟に対応する

ために就学前の子どもに教育及び保育を提供する機能と地域における子育て支援を行う機能を備え

る施設として平成１８年に国より制度化されたものでございます。 

認定こども園の実施によって幼保一元化がなされますと、多様なニーズに応じたサービスを提供

することが可能となり、保護者にとっても子育ての選択肢が拡大され多様な教育、保育が提供する

こととなります。 

現在の本町における就学前の教育及び保育環境でございますが、私立幼稚園が１つ、町立の保育

所が２カ所ございます。幼稚園は開設後３５年、清里保育所は４１年、札弦保育所が４２年経過し

ており、いずれも施設の老朽化が進んでいるというのが現状でございます。認定こども園について
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のこれまでの検討経過でございますが、町、教育委員会、私立幼稚園による協議を行っておりまし

て、認定こども園の開設に向けて今後協議検討を進めていくことを確認しているところでございま

す。 

いずれにいたしましても協議を行う相手方が私立の幼稚園でございますので、先方の考え方も十

分に尊重しながら幼稚園、町、教育委員会が連携をし、検討を重ねていかなければならないと考え

ているところでございます。 

以上、２点につきましての１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それでは、河口議員の３点目の御質問についてお答えを申し上げたいと思います。御質問の教育

環境の充実、まちづくりにおける教育環境の整備についてでございます。 

御案内のようにまちづくりにつきましては、平成２３年に策定をいたしました第５次清里町総合

計画、そして２７年に改定をいたしました後期５カ年計画と平成２７年に策定をしております、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を基本にそれぞれの計画に掲げた目標の実現に向けて必要な施策や

事業を推進しているところでございます。 

総合計画においては豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまちを教育の基本目標に

掲げながら生涯学習の推進、幼児教育の充実、学校教育の充実、家庭教育の充実などの各分野別の

基本方針に掲げたそれぞれの施策とまち・ひと・しごと創生総合戦略におきましては、教育を総合

戦略の４つの基本目標の中の１つであります若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる中に

位置づけておりまして学童保育の充実、特別支援教育支援員、教育支援専門員の配置、防犯カメラ

の設置による通学路の安全確保、また電子黒板やタブレットの導入、図書館司書の配置などの学校

教育の環境の充実と海外派遣研修事業や外国人英語講師の招聘事業、それらの国際理解教育の推進、

清里高校生の支援事業、特色ある学校づくりの推進などそれぞれの事業を展開しているところでご

ざいます。 

また、これらの事業以外にも子ども子育て教育支援事業として高校生までの医療費の全額支援、

学校給食費の無償化対策、新入学児童へのランドセルの贈呈事業なども実施をしておりまして、子

ども子育て基金なども活用しながら教育環境の整備に対し財政的な支援を幅広く行っているところ

であります。 

今後におきましても総合計画や総合戦略に沿った形での教育環境整備に対して健全財政の範囲の

中において積極的な支援を行いながら子ども子育て教育負担の軽減に努めることを重点的にＰＲ、

宣伝をしながら子育てのしやすいまち、若い世代の人口の増加に向けて努力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。以上申し上げ、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 
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○３番（河口高君） 

 それでは、１項目めの方から再質問させていただきます。今答弁いただいたようにコミュニティ

スクール、学校運営協議会ということについてですが、メンバーの創設にあたりメンバーが学校関

係者以外で１０名、あとＰＴＡ、校長。ＰＴＡ入れますと１２名の構成になっているかなと思いま

すが、その中であくまでも学校運営協議会のメンバーであって、この肝心なコミュニティスクール

の活動はこの人たちじゃなくて、この人たちはやはり運営委員会の中で意見だとかいろんな取りま

とめの組織なんだろうと思います。実際にこのコミュニティスクールをどうやって動かすのかとい

うことが一番大事なことだと思います。その中でこれをどう熟議されているのかということが一番

大事なんですけども、メンバーができ上がってこれからどう動くかというまでに１年かかっている

わけですね。子どもというのはやはり育っていく中で時間的なタイムリミットがあります。これが

３年かかり何年かかってようやくできるってことでは困るんだろうと思いますので、できるだけ早

くこれを町の宝にしていくという工夫が一番大事なんだろうと思います。 

その中で先ほどちょっとこだわりましたけども、２項目に言いました、コーディネーターをどう

やって作っていくか、これは考えていてもできないんですね。ですから１つのプログラムについて、

ひとつ進むということをぜひやっていただきたいですね。３回目の協議の中身に入って協議された

んだろうと思いますけども、この中の中身をもし具体的に今年度の計画という中身が分かれば、ど

ういうことで理解されているのかをちょっと調べて、その進め方というのはどういうふうに進んで

いくのかというのが、もし話されているのであればお聞きしたいのですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長、岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今の河口議員の御質問にお答えいたします。このコミュニティスクール制度を実際に活動し

ていくのは先ほども申し上げましたけれども、これから立ち上げをしてまいります子ども未来応援

団という組織をつくってまいりたいと考えております。 

学校運営協議会の方々につきましても実際に場合によっては一緒に活動していただくということ

もあるかと思いますけども、基本的には学校運営協議会の中ではどういったことをして、どういっ

た成果があったかで評価を行っていく、そういったような活動または地域にはこんな人がいますよ

という情報提供もしていただく役割も持っていただくことになると思います。その上でその情報等

をもとに、未来応援団に登録していただいた方を中心に実際の学校教育活動の中に入り込んでいた

だくということを今後実施していきたいと考えております。 

この制度の設置につきましては昨年の４月１日ということで町が設置いたしまして、清小、清中

に運営協議会を設置したわけでございますけれども、当初は準備期間といたしまして２年間でこの

準備をし、３０年から学校運営協議会の設置予定をしておりましたけれども、議員もおっしゃると

おり早いうちの設置そして実施がより教育活動に効果があるという認識のもと、１年前倒しで組織

を設置いたしまして早い段階での運用ができるようにと準備をしてきたところでございます。 

したがいまして、この学校運営協議会そして子ども未来応援団を速やかに活動させて、この学校

の中のプログラムの中に１つでも２つでも早く役立つことができるようにしてまいりたいというこ

とで、３回目のこの協議につきましても未来応援団の活動について、今後の募集につきましても議
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論がされてきているところでございます。また、具体的に各学校からどういったことをしてほしい

かということも実際に出していただきまして、これらについての活動を議員の皆さまについても御

理解をいただく中で、今後の情報提供等に役立てていただくということで会議を行ったところでご

ざいます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 コミュニティスクールの指定校の成果は発表されていて、やはりこれは効果的だということで全

国的に努力目標になったんだろうと思います。その中で中身についてどうなのかなということで、

先日ＣＳ通信の取り組み状況というのがネットにありまして、その中で見ていくとやはり運営協議

会の構成委員あるいはコーディネーターの役割を果たしている人ということの中ではやはり学校の

職員あるいは地域住民というのも当然運営協議会に当たり前にあるんですけども、その中でコーデ

ィネーターを果たしているというのはまだまだ学校の職員が主になっております。これは逆に学校

支援システムだとかいろんなことで学校の教員の手をできるだけ減らしましょうというか、そうい

う面でいろんな努力をされていることに逆行する。こういう制度ができたために、学校現場はまた

１つ仕事が増えるということであれば、本末転倒なんだろうと思いますので大事なことは地域とと

もにある学校づくりをするんだと。それで地域の住民がどうやってこのコミュニティスクールを理

解するかということなんだろうと思います。その中で住民一人一人が何をお手伝いできるだろうか

と考えることが非常に大事なんだろうと思います。 

私はこのコミュニティスクールのセミナーが一あった時のことを思い出しまして、学校関係者そ

の他についてはたくさんの参加はあったけども、一般住民へのセミナーについては、本当の関係者

以外だと１桁だったと思いますね。これは広報の仕方が悪いんだと思います。これは住民がそんな

の行きたくないとかそういう問題じゃなくて、知らないということの方が非常に多い。この広報の

仕方というのをこれから非常に大きな先の将来に向けてこの制度がきちんと根付くのかということ

では非常に広報の仕方というのは大事なことだと思います。是非この仕組み、地域とともに子ども

を育てるということの中身について、まだまだ広報していただきたい。先日の町内会だよりの一部

に清里町子ども未来応援団大募集という１つの記事がありました。非常に難しいですね。しっかり

とこれは広報の中に１枚ものでもわかる形で広報していただきたいと思います。ぜひこのような形

で新しい事業についてはぜひこの辺をしっかりと広報していただいて、我々がどんな形で応援でき

るのかということをぜひ知らせていただきたいと思います。 

その中で一番大きな広報活動というのは１つの事業をやってみるんですね。そこからいろんな意

見、アイディア、知恵が出てくると思いますので、いろんな議論も熟議が大変必要ですけども、ひ

とつやってみるということをぜひやっていただきたいと思うんですね。地域の中で先日の会議の中

でどこまで踏み込まれたかはわかりませんけども、私も校長、中学校、小学校と十分なことをお話

してきてはいませんけども表立ったお話、このコミュニティスクールについての感想だとかそのへ

んは聞いております。 

その中でちょっと気になったことが１点あります。それは学校からの要望の中でいろんなことは

行事のお手伝いだとがたくさん含まれていると思うんです。要望の中に。当然だと思うんですけど
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も、これは一部違うかなという私は感触を得ました。例えば学校の行事のお手伝いだとかそれは従

来保護者あるいは学校に関係する人方がお手伝いをしていたことだと思う。そこから一歩はみ出る

という新しい仕組みが私は必要だと思います。その中で一つは共同で何かをつくるということをや

っていただきたい。最後にお話しようと思いましたが、私は３年間ずっと言ってきたことの中で、

１つは防災計画について。今年度は新しく予算が組まれていますけども、この防災計画はぜひ今度

高校もコミュニティスクールができるようですから、小学校、中学校、高校、この３校が１年がか

りで何かここの部分で取り上げつくっていくということってできないものだろうか。非常にそうい

う中でどういう形で進んでいくのかということは私自身にも１つのアイディアがありますけどもそ

の辺を含めて一緒に共同でつくっていくという仕組みもひとつ何かの行事のお手伝いというだけじ

ゃなくて、一緒に何かをつくっていくということもひとつ非常に大事なこと。特にこの私は防災計

画と言うのは子どもたちは、こんな安全な地域にずっといるわけではないんだ。都会にもみんなそ

れぞれいろんな日本全国といいながら、そう広くはないでしょうけれどもみんないろんな場所に散

らばっていく中でいろんな危険だとか防災を経験するわけです。その最低限の防災の問題意識だと

か本当に困った時こうなんだと、１つのアイディアなり、そこから生み出てくる部分というのはた

くさんあると思うんです。それは自分たちでつくっていくんだという。このこれがコミュニティス

クールの中でぜひ取り上げていただきたいなと思います。 

もうひとつ言わせてもらうと、新しい教育カリキュラムの中でプログラミングだとか、また新し

い学習要領が出てきていると思います。これは地域の中でどうやってそこに向かって準備できるの

かっていうこともひとつできるのかなと思いますので、その辺含めてもう１つ次のコミュニティス

クールの協議会の中でぜひこの辺を進めていくためにはどうしても先ほど教育長も次年度と言いま

すか、次期に検討しますというコーディネーターはぜひスタートで必要なんだということを認識し

ていただいて、その中でどうやって進めるかというのを再度熟議していただきたいと思いますが、

その辺もう一度コーディネーターの件について答弁いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長、岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今の河口議員の再質問についてお答えいたします。まずこのコミュニティスクール制度は平

成１６年に国の制度ができたわけでございますけれども、まだ先ほども申し上げました道内には３

６の市町村での実施ということで管内的には本町とまだ斜里町のウトロの学校での実施がされてい

るだけでございます。そういったことでまだまだ制度の中身が全体的に浸透されていないという実

状があるかというふうに思っております。 

その中で本町といたしましてはこの取り組みの成果につきまして着目をし、早い段階での取り組

みを進めてきたわけでございますが、ＰＲの関係につきましても、この子ども未来応援団募集は先

ほども募集をしたということでございますが、最初は昨年の秋に１枚ものでチラシを配布いたしま

して細かい業務の中身等を記載する中、募集活動を継続して行っているところでございます。これ

は今後も継続をしていきたいというふうに考えております。またＰＲ活動ということで議員御指摘

のとおり制度がまだまだ知られていないということで、この学校運営協議会の組織の中には広報部

会というものも設置をしております。この中でこの活動状況、今後の活動方針等ＰＲを積極的にし
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ていく必要があるというふうに認識をしております。 

それで実際の中身の部分でございますけども、コーディネーターの役割ということでコミュニテ

ィスクール制度が入って確かに新たに取り組むべきことというのもたくさんあるんだろうというふ

うに思っておりますが、まずは現状を各学校で地域の方とのつながりの中で実際に授業に来ていた

だくなりしてやっていることもたくさんございます。そういったことをこの制度の中にはめ込みま

して、今までは各担当の先生が走り回っていろいろ調整したところを一括して担当者が行っていく、

そのことによって個々の教職員の負担も軽減させていくということが１つ重要なポイントとなりま

す。そういったことで今あるものもはめながら先ほど議員おっしゃった防災等の関係につきまして

も、例えば一緒に子どもたちと地域の方々が協力する中、そういった訓練などをできればというふ

うことも私の考えですけれども持っておりますので、そういったことも今後検討していければとい

うふうに思っております。 

それを行う実際のコーディネーターということで、これは必要だというふうに認識をしておりま

す。実際今これからすぐに４月から始めるにあたりましては、もともとすでに配置をしております

教職員この中で清里小学校に１名、昨年の４月からこのコミュニティスクール制度を推進するため

ということで管内に人材公募をいたしまして、その結果応募してきた教職員が配置になっておりま

す。昨年からこの教職員中心にこの中身を進めているわけでございまして、この者が制度の中身を

熟知しておりますし、また既存の教職員の中にも数年経過している職員もおります。また教育委員

会事務局も事務局体制として入っておりますので、その協力体制のもと、このコーディネート機能

を発揮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。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 十分その辺今後成果として出てくる工夫をぜひやっていただきたいと思います。この中で一番大

事な清里町教育行政執行方針を昨日やりました。この中身で大事な部分なんだろうと思うのが、そ

の中で書かれている子どもたちが自ら判断し、自ら行動、生き抜いていくための学力や体力のみな

らず他者を認め支えあう力、すなわちコミュニケーション能力の涵養が大切という、この文言。非

常にこれ踏み込んだんだと思いますね。この文章はまさしくこのコミュニティスクールそのものな

んだろうと思いますね。 

新しくこれから出てくる中では先程言われました２０２０年度から入ってくるプログラミングそ

してもう１つは既にもう現場の中で動いている学校もあるんでしょうけどもアクティブラーニング

という部分では非常に大事な部分なんだろうと思います。これは２０２０年からってなっています

けども今年から始まります、こうはいかない。これについては準備段階が非常に大事、その中では

このコミュニティスクールの役割をどう使うかということもやっぱり検討していただきたいなと思

うんですね。まさしく地方の小さな町だからこそできるアクティブラーニング。そして先ほどの執

行方針の一番大事な最後に本当にコミュニケーション能力の涵養が大事なんだと、このコミュニケ

ーション能力、今の子どもたちが育っていく、今既にそうなんですが要するにスマホだとか、しか

もひどい会社になると目の前の部下にメールで指示をするという世界に入っている。こんなことが

我々では信じられないけれど現実の姿なんですね。だけどその中で育っていくこれからの子ども達
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がきちんとしたコミュニケーション能力まさしくそのためには今言われているアクティブラーニン

グというのはＡＩということが出てきますけども、この中で一番我々が育てないといけない子ども

の中にはこの部分が非常に大事なんだろうと思います。まさしく知識その辺については当たり前で

さらにそこから先のことをきちんと育てていかなきゃいけないということは、地方だから特に得意

とする部分なんだろうと思いますので、ぜひ十分理解していただいて大胆にチャレンジして欲しい

ですね。他の町と同じようになりましたではなくて、この町が先進校になれるチャンスなんだろう

と思いますので、教育についてはいろんなプログラム、子育てについても非常に多くのプログラム

が組まれている。これが力なんですね、この町の力をどうやって活用するか、最後この部分が仕上

げの部分になってきますので、ぜひその辺を大胆にチャレンジしていただきたいと思います。コミ

ュニティスクールについては、ぜひその辺を何とか町民住民に見える形をぜひやっていただきたい

と思います。 

そういう中で教育推進計画の中にも２カ所ほど書かれていますけども、参加者の固定化というこ

との問題点が書かれております。この辺の方もやっぱり同じことの繰り返しだとシステムの形骸化

とともに固定化されてくるということも多々当たり前のことなんだろうと思いますので、ぜひ新し

いことについては非常に注目を浴びる、この制度についてはここの町について非常に今がチャンス

なんだと思いますので、ぜひこれを大胆に進めていただきたいと思います。 

あと２項目めの幼保一元化についてであります。今検討されてきていますということなので、非

常にその検討の中身がどういう形で進んできているのかということについては、これからだんだん

見えてくるかと思いますが、その中で当然保育については町ですし、幼稚園は民間になります。私

ども昨年白老で事務調査を行ってまいりました。ここも同じように幼保一元化の中で公設民営とい

う形をしていた。それでこれが当然、公設民営が大体多くのところで進んでいくんだろうと思いま

す。 

例えば当町において民間が幼稚園ですよということになりますけども、一番公設民営の中で一番

のデメリットの中の部分は質の低下ということが一番問題なんだろうと思うんです。これはいろん

なことで言われていることだと思います。保育水準の心配、これは保護者にどう信頼をしてもらっ

ていくかということがひとつになります。それで他の地域を見ますと白老もそうですが民間が何業

者かあるんですね。ですからその中で切磋琢磨なり、その中でいろんなことを比較検討される選択

肢があるということが大きな部分だと思います。その中で町がこの業者ということの選択をしてい

くんだろうと思いますが、この当町において地方においては選択肢が無いんですね。選択肢が無い

ときにしっかりとした保育水準と教育水準を保っていくということについては、経営とは別にきち

んとした人材の確保を町がするんだと。教育水準、保育水準を下げないために人材派遣だけは町が

きちんと持っていくということもひとつとして検討していただきたいと思います。民間部分がある

からということじゃなくて、あくまでもどこに照準を置くかというと保育水準と教育水準をどうや

って保っていくか、認定こども園のメリットというのはあくまでも学校教育に行くまでの保育のと

ころから幼稚園の教育、そして小学校への切れ目のない育む環境をつくっていくということが大事

なんだろうと思いますので、この辺はぜひこれからの検討の中に人材派遣についてはきちんと町が

担保するということも１つ考え方にあるんだということをぜひ検討していただきたいと思いますの

で、その辺を含めて今後の検討課題なんだろうと思いますので、これについては答弁いただかなく

て結構ですが、先ほどのコミュニティスクール、幼保一元化、この辺のまさしく教育ということは

過疎化に向かうこの地区が非常に大事な部分だということの認識だけはしていただきたいと思いま
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す。 

ちょっと時間がありませんので、次のところに進んでいきたいと思いますが、先ほどからお話し

ているように町長の執行方針の中に教育の問題が非常に書かれております。これはもう間違いなく

大事な部分で非常にこれは間違いない。うちの町の進むところについては非常に大事な部分を捉え

られているんだろうと思います。 

しかも最近特に人口減食い止めの一手の中に過疎自治体の人口減を食い止めているという記事だ

とか、先日は過疎化を克服するためにはこの辺の記事はすべて子育てだとか、教育に力を入れてい

る地区が人口減に少し歯どめがかかってきているということも確かになっている。ここの近くにつ

いては訓子府だとかいろいろこう書かれていて、しかし私どももこれだけたくさんの多くのことを

やっていながら清里町というのが出てきてないというのが非常に残念だなと思うんですね。多くの

ことをやっているんですけども、なかなかそれが成果として出てきてないのか話題性になってない

のかということは大事だろうと思うんですが、ぜひこの子育てについてはもう一歩どこかで投資の

仕方が違うのか、もう少しどこかにもう少し重点的にやると非常にいい部分が出てくるのかなとは

思っているんですけども、まさしく北海道清里ですか、その辺のＰＲも非常に大事なんですけども、

この清里の中に子育てということをしっかりと取り組んでいただきたい。大きなポスターができ上

がるんですけど、これは子どもがそこに参加できるように、是非子育てというところに重点を置い

た清里ＰＲをしていただきたいと思うんですが、その辺について町長はどのように考えているのか

お聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの御質問でありますが、子ども子育て施策、各種事業の展開をしてきておりますし、ま

た教育振興についても鋭意努力をしてきているところでありますが、ただ今御指摘がありましたよ

うに、それが即人口と結びついているかということであります。 

基本的には人口対策というのは教育子育てだけでなくて、さまざまな要因があるというふうに理

解しておりますが、その中でもやはり大きなやはり部分というのは子ども子育て負担軽減、教育の

振興というところに重点があるのかなというふうには理解をしているところであります。またそれ

ぞれの町においても、さまざまな対策をうっておりますし、これによって人口減少に歯止めをかけ

たというよく記事も出ております。私もよくそこら辺を見ておりますし、またインターネットなど

を通じながらそういう勉強もさせていただいております。それぞれの町によって産業構造も形態も

内容が違いますから、即それを我が町にということにはならないわけでありますけれども、そうい

う中にあってもやはり参考になるものはかなりあるわけでありまして、そういうものを十分に取り

入れながら次の対策を引き続き考えていきたいというふうに考えております。またそれぞれの施策、

かなりの施策をわが町は充実しておるというふうに思っているところでありますが、これが広く若

い世代の方々まで浸透しているかという部分についても十分に考慮しながら進めていく必要がある

と思っております。特に広報だとか今フェイスブックでも町の情報がわかるようになってきており

ますので、これらを通じながらＰＲ宣伝、子育てのしやすい町としてのＰＲを図っていきたいと考

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） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 非常に教育と子育てについては十分な手当をされているということは十分認識しております。次

なるもう１つ、これが本当にこの町の今後の人口減だとかそういうところにしっかりと組み込まれ

るということが非常に大事なんだろうと思いますので、その中であえてその財源と言いますか、し

ていただきたいなという一つの中には学童保育という部分がありまして、学童保育については学習

センターが取り組んで、この場所に活動の場所になっていて、そこが非常に手狭だよと言われなが

ら、なぜ私は小学校はたくさん空いているのではないのかなという認識をひとつ持っておりました

が、実際現場に行きますと小学校はむしろ教室が今足りないんだという現実を聞かされてどうして

ということを現場の中で見させていただきましたけども、確かに一部学級が２学級になると。学年

が今まで１クラスだったのが２クラスになりましたよということと、支援児童ということの中でど

うしても必要になっている。 

その中で、今回は緑小学校、来年度は光岳小学校、これが統合になります。まさしくこの学校の

統合の中で学童保育って非常にやっぱり重要な部分になりまして当然生徒数が増えてきます。学童

保育は４０名超えるんだろうと思いますので、今のスペースの中で非常に足りない、でも小学校も

次年度も２クラスになるのではないかと言われているんですけども、学校の教室が非常に今逆に足

りなくなってきているという現実を知らされて当然いろんな教育環境を提供しなきゃならない時代

ですから当然それは必要なのかと思いますけども、この学童保育をしたら前向きにどうやって捉え

て行くのかということについて検討していただきたいなと思うんですね。 

１つは今の学習センターの手狭だから、この清里は児童館という考えはなかったんだろうと思い

ますけども一部に当然十分なスペースがあるわけですから、ここの大きく活動できる１つの教室を

たくさんつくる必要は全くないですね。ある程度のスペースを持った部分を併設するということも

１つの考えの中にあるのではないかと思います。これは今後課題になると思いますけども児童がど

んどん減っていくということではない、ここの人口推移もある程度はどこかで下支えされるんだろ

うと思いますので、その中で必要なのはやはり児童をどうやって支えていくか、そして学校じゃな

くてやっぱり学習センターがいろんな人とのコミュニケーションということでは、ここの場所が非

常に良いという評価も得ているようですから、そこはせっかくいい場所をどうやって活用するかと

いう中で子どもに我慢させるのではなくて、大胆にここを児童館という形でなくて学童保育の拠点

として進むということも１つの考えではないかなと思いますが、１つまたその辺を検討していただ

くこともしていただきたいと思います。 

その中で一番大事なのが学童保育にしても協働。住民がこの中でどうお手伝いできるかっていう

のが非常に大事なことだろうと思いますので、それを含めてもう一度町長に新しいこの学童保育に

ついて何か考えがありましたら伺いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長、岸本幸雄君。 
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○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今の小学校教室等の勘案ということで今後の見込み等につきまして私の方から若干説明をさ

せていただきます。現在議員ご承知の通り特別支援の児童数の増ということでの普通教室を使用し

ている状況、そして新たに４月からの１年生が２クラスになる予定と。これは来年度の入学児童に

つきましても１、２年生につきましては３５名が１学級ということになりますので２クラスとなる

予定でございますので、そういった部分で小学校の教室を利用するということは現実的に不可能と

いうふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 学童保育でありますが、御案内のように現在学童保育は生涯学習総合センターで行っております。

また文部省の方からの指導では小学校を使いなさいというのが文部省側の指導であります。しかし

ながら清里小学校においては、現状の中では今教育長が説明をしたとおりでありまして学校そのも

のの教室が少なくなってきているということで学童保育には今の段階では活用することができない

というような状況になっているわけでありますので、現在の生涯学習総合センターの中で何とかや

りくりをしながら現在進めているというそんな状況になっているわけであります。 

ただ全体的な施設と人員との関係これからの子どもたちの推移も見極めていかなきゃならないと

いうふうに思っておりますけれども、一定の人数で推移すればやはり狭隘感はぬぐえないというふ

うに思っております。今後においてそこら辺大所高所考えながら、もし狭隘であれば、それが長い

間続くようであれば違う視点も考えていかなければならないというふうにも思っているところであ

りますし、特に緑小学校それから光岳小学校が統合になってくると、これらの子どもたちも今まで

は学童保育は緑・光岳ともになかったわけですが、これからはこの中に入ってくるということも想

定されるわけでありますので、そこら辺も大所高所考えながら進めていきたいというふうに考えて

おりますので御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 それでは最後にぜひこのコミュニティスクールという新しい制度。そして、今町長が答弁いただ

きましたけども環境をどうやって提供していくかという教育環境の提供、これはまさしくここの町

の力であります。これをぜひ大胆に進めていただき、私たちの町はこうと胸を張れる、景色が良い

だけではない、しっかり教育もできる環境づくりについて大胆に進んでいただきたいと思います。

ぜひ特にコミュニティスクールはまさしく今ここの町をどうアピールするかというチャンスでもあ

りますので、大胆にその辺はチャレンジしていただきたいと思います。あくまでも、私あえてチャ

レンジという言葉を使わしていただいたのは絶対必要の中で先に進んでいかないと皆さんの町と一

緒ですよ、じゃない。うちが先んじてということについては、ある程度こだわっていただきたいと
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思いますので、その辺最後に教育長もう一度強い答弁をいただきたいと思います。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長、岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今のコミュニティスクールの推進ということで河口議員のおっしゃる通り、教育委員会、町

教育委員会といたしましても、この制度をいろんな部分、キャリア教育の部分にですとか、あるい

は先ほどをおっしゃったアクティブラーニングという意味合いの部分でも、この地域の方々の協力

を得ながら、子どもたちが地域に根ざした教育、地域をしっかり理解してそれを世界に発信してい

く、そういった力を身につけていくために地域が総がかりで子どもたちを教育していくんだという

考え方のもと、新たな取り組みについて、この制度を活用した中、実施してまいりたいというふう

に考えておりますので、皆様方の御理解と御協力もいただきながら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。 

 

○３番（河口高君） 

 終わります。 

 

○議長（田中誠君） 

 これで河口高君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。ここで予算審議準備のため、

１０時４５分まで休憩といたします。 

 

休憩  午前１０時３４分 

                             再開  午前１０時４５分 

 

 

●日程第３  議案第２４号～議案第３０号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君） 

休憩を解いて再開いたします。一括議題となっております議案第２４号から議案第３０号までの

各会計予算について質疑を行います。 

質疑の進め方について事務局長に説明をさせます。議会事務局長。 

 

○議会事務局長（溝口富男君） 

（質疑の進め方 説明） 

 

○議長（田中誠君） 

 質疑の進め方について説明を終わります。 

議案第２４号 平成３０年度清里町一般会計予算について質疑を行います。一般会計歳出から質

疑を開始いたします。 

説明員交代のため暫時休憩いたします。 
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休憩  午前１０時４８分 

                             再開  午前１０時５０分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて質疑に入ります。 

１款議会費・１項議会費・１目議会費、３５ページ。        

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

２款総務費・１項給与費・１目職員給与費、３６ページから３７ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ３６ページの職員給与費、一番上の特別職給与費についてお伺いします。職員給与費が前年より

およそ３００万程度低くなっているのに対して特別職給与が７００万程度上がっている理由を伺い

たいというふうに思いますが。昨日、企画政策課長が説明をしてくれたので１２６ページを見まし

て何となくは解ったのですが、ちょっと詳しく知りたいなと思いまして、もう一度お聞きしたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの特別職の給与に係る分でございますけども、特別職の給与につきましては昨日も説明

をさせていただいたところでございますが、教育長につきましては、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律が平成２７年の４月１日から施行されました。それに伴いまし

て教育長の身分が教育委員としての特別職の身分と教育長としての一般職の立場を併せ持ったもの

から、今度は地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する職であります特別職、今度特別職の身

分のみを有するものとなったわけでございます。この関係で教育長の給与につきまして今まで一般

職で見ていましたけども、うちの町につきましては現教育長の任期満了が本年の１０月１日となっ

ています。それで１０月分からの給与につきまして教育長の給与を一般職から１０月以降の分につ

きましては今回特別職の給与の方に増額をさせていただいたということで、今回このように特別職

の特別給与の方が増えている状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ということは、今までは特別職ではなかったというふうなことで理解してよろしいでしょうか。 
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○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 先ほども説明させていただきましたが、教育長の身分ですけども特別職の身分と一般職の身分の

両方あわせ持ったものだったんです。今までは。そういうような形で両方法律で持っていたのです

けども、今回法律の改正によりまして先程言った通り議会の同意を得て任命する職であります特別

職の身分のみを有するというようなことから、今回特別職の方で１０月１日からの分については移

行させていただきました。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今までも一般職と特別職と両方と今説明なんですけども、この１２６ページの前年度という部分

に関して見ますと長等が２名、それで今年度長等が３名になっているんですけども、今までも教育

長という身分が特別職と一般職と両方兼ねているというふうな今説明なんですけども、その場合、

前年度の方も長等の部分に人員が１人増えて３名というふうになるんじゃないかなというふうに思

うんですが、これを見ますと長等が２名になっているので教育長の身分が特別職ではなかったとい

うふうに見らさるんですけども、その辺はどうなのでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 教育長の身分につきましては、今までも立場としては特別職的なものもあったんですけども、教

育委員の中で教育長ということで、一般職の立場というものがあったということで今までは一般職

の方に入れていたということで、今回から完全に特別職の方の身分になるということで２名から３

名の方に移行をさせていただいたわけでございます。 

 

○５番（池下昇君） 

 わかりました。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 簡単に言いますと、あくまでも一般職であって教育委員の中で選任されたものが教育長というふ

うに考えていただければ結構だと思います。 
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○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

２項総務管理費・１目一般管理費、３７ページから４０ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 一般管理費の総務管理費の７節の賃金についてお伺いしたいと思います。昨年は１７８万円で、

今年度１千１０４万７千円ということで昨年のおよそ６倍でございます。総体的な臨時職員につい

て各職種を通じて通年雇用をしている方は現在何名おられるか、お聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの賃金の７節の関係でございますけども、臨時職員常勤の職員については２５名でござ

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今課長の答弁で常勤が２５名おられるということですが、この中で１年以上の方は何名で、最も

長い方は何年ぐらいおられるのでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今、手元にその資料がございませんので、後程答弁をさせていただきたいなというふうに思

っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 それでは今私が質問したことに関しては後で答弁をいただきたいと思いますが、これは法律で定

められている臨時職員の雇用期間というのは何年なのでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 
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○総務課長（伊藤浩幸君） 

 基本６カ月で一応契約をしまして、残りまた６カ月ということで最長１年ということでなってご

ざいます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ６カ月ということで、雇用期間を過ぎたときにまた再契約ということで何年間もおられる方が何

人かいるんだろうなというふうには思いますが、正職の人数を抑えて安い賃金で臨時職員を雇用し

ているということが本当に地域雇用のあり方として問題があるんじゃないかなというふうに思うん

ですが、そのへんはいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 臨時職員につきましては、原則的にはあくまで臨時的なものと言いますか正職員をカバーするよ

うな仕事ということで考えているところでございまして、正職員の賃金を抑えるとかそういうこと

ではなくてあくまで臨時的に必要な職員を雇用してということを考えているものでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

２目財産管理費から３目地籍管理費まで一括質疑いたします。 

４０ページから４３ページ。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 財産管理の中で緑清荘管理運営事業費、この中で緑清荘施設改修工事負担金７４８万の中身なん

ですけども、委員会の中で説明いただいて、実際ここの改修の内容がはっきり私確認とれていませ

んでした。ただ少しずつということでなくて、大胆な滞在型の観光を目指す中できちんとここに投

下する部分をしっかりと取り組んでいただきたいというお話をさせていただいたと思うんですけど

も、その辺を含めて将来的にこの部分についてどう考えているのかをちょっとお聞きしたいと思う

のですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の緑清荘の管理運営事業の部分の特に工事の関係と言いますか、施設整備の関係でござい
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ますけども、今回の新年度におきましては脱衣室の断熱、それから客室の冷房、それから客室の内

装改修等の工事ということで７４８万円のほど計上をさせていただいているところでございます。 

この緑清荘の工事につきましては、指定管理者等と十分連携をとりながら必要なもの、また緑清

荘の施設の長寿命化を考えたところでの、今回３つの工事の関係につきましてあげさせていただい

ているところでございます。今後さらなる、また緑清荘という宿泊の大きな場所ということで町に

とっても当然大切な場所というふうに考えてございます。今後また指定管理者等と十分に協議しな

がら、また町としても緑清荘のあり方を十分に検討して、今後またより良い施設運営また集客を図

っていくために整備の方を十分検討して進めていきたいというふうに思っています。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 この客室内装改修ということの中でどのぐらい組まれているかについては定かではありませんけ

ども、清里の緑清荘全体の稼働率というのは非常に高いということで聞いておりますけども、従来

の客室の部分の稼働率を含めて十分収容できていない時期もあるようですから、中途半端な改修工

事でなくしっかりとした改修工事、将来を見た改修工事になるようにしていただきたいと思います。

以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今河口議員の御質問のとおり、今回につきましてはＢ館を特に改修ということで今回計上さ

せていただいております。施設全体が利用者増を図れるよう今後十分に整備の方を進めていきたい

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。はい。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今緑清荘の関係がちょっと出たので質問したいんですけども、長寿命化ということも計画に載っ

ているような部分なんですけど、実際に普段僕は利用して風呂にずっと行っているわけですけども、

どれだけの方が職員の方も含めてご利用されているかどうか把握しかねるところでございますが、

相当傷んできていると。使っている側からもちょっと言われている部分なんですけど、ちょっとし

たような感じの改修工事程度では済むような状況じゃないと大掛かりなことも必要なのかなと。一

応議員でも視察を予定しているわけですけども実態を見なくちゃいけない部分なんですけど、そう

いうものも含めてそういう改修に向けての計画を整備されてはいかがかなと思う部分です。また最

近なんですけど、寝て入る泡のお風呂なんですけど、ここ１０日ぐらい泡は出ていません。お客さ

んで金魚なら死んでますよみたいなことを言っていますけど、やっぱりそういうこともきちんと捉
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えた形の中で修繕を図っていく検討されてはいかがかなと思いますけども。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 まず最初の質問でございますが、今後将来的なことを見据えた大規模な改修もということでござ

いました。施設の今後のあり方を含めて当然その辺については十分検討を進めていきたいというふ

うに思ってございます。それから後段の緑清荘の男子浴室の泡風呂の関係でございます。これにつ

きましては指定管理者の方から連絡があって現在業者の方に発注済みでございます。今後早期に修

繕をして戻していきたいというふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 他、ありませんか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 同じように指定管理での温泉業務パパスと緑の湯に関して、ここの施設に「ほぐしやさん」と言

いますか、マッサージの業務が入られていると思うんですが、この取り扱いについては、それぞれ

の指定管理者が行われているのか、あるいは外部と言いますか直接入っているのか、この辺につい

て非常に微妙な部分でいろんな人からいろんなふうな意見があるんですが。正確にはどういう形で

きちんと整理をされているのか、あるいはそれの利用人数はどういう実態になっているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の加藤議員の御質問でございますけども、ほぐしやさん、マッサージの関係だと思います

けども、それにつきましては指定管理者とそのほぐしやさんと言いますか、そちらと連携と言うか、

その両者間の中で決めて、毎週何曜日とかということで温泉施設の方に来て行っているというふう

に認識はしているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 公の施設で営業を行う場合については、利用料の単価が非常に高く設定されているので、今の課

長の答弁でいきますと、どういうふうに実態がなっているのかというのは非常に解りにくい。基本

的にあそこで営業をされている指定管理者のもとで営業をされているのであれば、その歳入につい

て売り上げについて、あるいは人数についてきちっと把握され売り上げに導入されて支払うという

行為でなければ直接話し合いをされて、そこで営業しているということであれば、これは公の施設
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からいくとその辺の中身の利用料については大きな差が出てくるわけで。その辺の正確な実態のデ

ータというのはどのように捉えているか報告をしていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 大変申し訳ありません。データが手元にありませんので、また後程報告をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他、ありませんか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 また緑清荘の問題に戻りますが。数年前ですか、新館を新しくしまして、ほとんどの宿泊客の方

が新館の方に泊まっている状況というのが皆さんも解っていると思うのですが、実際緑清荘のＢ館

それからＣ館は３０年以上も経過しておりまして、こういうふうに数回に分けて改修することに関

して全てがだめっていうふうなことではありませんけども、やはり新館を建てた時だっていきなり

建てたわけじゃなくて数年間掛けて協議をしながらやってきたはずなので、現代社会いつ災害が来

るかわからない時代でありますので、しっかりとしたビジョンの中で数年間、例えば３年もしくは

５年かけてこちら役所側でしっかりとしたビジョンを作った上で新しく改修していくということが

私は望ましいのかなというふうに思います。先ほど総務課長の答弁の中で指定管理者と十分協議を

しながら検討していくという話でありますが、私は指定管理者よりも先に役所内部で十分な議論が

されて、いついつまでに改修を行うということをしっかりとしたビジョンをつくっていくことが先

決じゃないかなというふうに思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の緑清荘の関係の御質問でございますけども、現在は指定管理者ということで相手業者と

連携を取りながら行っているところでございまして、十分指定管理者の方から今の施設の中で不都

合な部分を含めて連絡をいただきながら、町としても検討をしながら改修等を行なっているところ

でございます。ただ町の大切な施設ということで認識してございます。今後町としても当然指定管

理者だけではなくて、町が今後この緑清荘、宿泊施設をどうしていくかということが当然大切とい

うふうに考えてございます。これから大規模な改修も将来的にはあるかもしれませんので、その辺

も含めて長い期間をかけながら役所としても十分そのへんのビジョンを考えていきたいというふう

に思っているところでございます。 
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○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。はい。次、移ります。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ４１ページ、太陽光発電施設保守点検業務委託料、これというのはどこの部分を指しているのか、

清里町全体にある売電をしている環境の管理というのはどういう形で行われているのか、その辺に

ついてお伺いをしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 この太陽光の点検の関係でございますけども、これにつきましては清里町役場、町民会館、保健

福祉総合センター、町民プール、札弦支所、緑支所、この６施設の点検費用ということでパワーコ

ンデンサーですとか配線の関係についての点検等を行っている状況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 売電をされている全部の施設についてこの金額で年間ということでよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今申し上げました６施設の点検につきましてこの金額で確認をしながら行っているところでござ

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ということは１年間の間に何回確認をされているのか。その６施設を１年間１０万円で検査、維

持管理をお願いしているという中では毎月１度とかそういう関係でなく年に１度という感覚なので

すか。これ実態内容はどういう契約になっているのですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 
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○総務課長（伊藤浩幸君） 

 この点検の関係につきましては、年１回の点検料ということでご理解いただきたいというふうに

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他、よろしいですか。なければ次に移ります。４目広報費から５目自治振興費まで一括質疑を行

います。４３から４４ページ。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 広報費、ホームページサイト更新委託料ということについてです。コンテンツの再構築を図ると

いうことになっていますが、これは今どういうところに問題点を持っていて更新することになった

のかということをまずお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今回このホームページのリニューアルということで、今まで委託していた期間がちょうど３０年

度で切れます。その３０年度中に新たに更新するということでありますけども、御質問の件につき

ましては皆様方からよく聞かれるのは、例えば自分がほしい検索内容等々についてなかなかたどり

着けないところがあったり、情報を得られないような部分があるというようなことも聞いておりま

す。そういった町民や利用者の方々からの意見や職員からの意見を含めて、平成３１年度からの部

分については、現在のホームページをより検索しやすくより見やすいホームページのリニューアル

に心がけていきたいというふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 このホームページについては非常に難しい感覚的な部分がたくさんあるんだろうとは十分理解し

ております。その中で一番ここが大事なんだということだけは、当事者がきちんと持っていなけれ

ば困ることなんだろうと思いますし、私はもう１つは将来のこのホームページの使い方ということ

の中で十分検討していただきたいのは、以前ちょっと資料を出したかなと思うんですけども対話の

できる形のサイトをぜひ立ち上げていただきたいということで、それを実際に動いているのが「ち

ばレポ」というのがこういうのがありますよということで、こういうことで将来的に使うことも検

討してほしいなということで資料を出したと思うのですが、今現在ここの道路がどうなっている、

あるいは町民からスマホで意見をもらえる。あるいは観光の方がここが今素晴らしいよということ

が常に対話型のホームページサイトを一緒に検討していただきたいなと思うんですね。それはどう

いう形で発注されるかわかりませんけども、実際この３３０万、非常に大きい金額になると思いま

すので将来、常に自分たちの手で更新と言いますか、ある程度つけられる形をぜひやっていただき
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たいのと、この中で一緒に４２９万と９９万の運営手数料、毎年ずっと今後ともこの金額でかかっ

ていくのか、新しいサイトになったときに運営費が安く済む方法になっていくのか、その辺もう一

度確認させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今の御質問の通り、９９万円については年間の維持費ということでありますので、この金額

につきましては平成３１年度からにつきましてもいろいろと交渉していきたいと思いますけども、

この程度の金額がかかってくるのかなというふうに思います。また前段御質問いただきました部分

につきましては十分に参考にさせていただきたいというふうに思うのと、先ほど来から申し上げて

いるとおりせっかくリニューアルさせていただきますので、いろんな方々の御意見もちろん職員方

からの意見を踏まえて、より解りやすい、より充実したホームページのリニューアルに心がけてい

きたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ４４ページの地域活動推進事業費についてお聞きしたいと思います。昨年１千３５０万、額とし

ては５０万程度減ったというような部分なんですけども、過日最後の住民大会というようなことで

終了したわけで、町長も今年度の執行方針の中に新たな形のこれにかわる手法というようなことが

載っているわけでございますが、どのような形のものを考えているのかなと。あとこの活動事業費

に関することなんですけど、基本的にうちの町も住民の意識が自治に関するという部分で、自分た

ちの町は自分たちでつくっていくというようなそういうものも定着されまして、そういうような形

の中での自治会活動も活発になってきているかなと思っています。その中でこの活動の推進にあた

っての考え方とまた新たな取り組みというような部分を答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず前段のまちづくり住民大会、新たな取り組みの関係でございますけども、今の現段階の部分

ではプランを立てているわけではございません。平成３０年度以降、いろんな町の状況を踏まえ、

今後のまちづくりの方策等を踏まえ必要な時にいろんな皆様方からの御意見を踏まえて、より良い

方向に向かうことができるよう、議会とも御相談をさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

まちづくり地域活動推進事業の関係でございますけども、ただいま議員お話ししていただいたと

おり非常に自治会活動、さらにはこの事業を使った地域活動まちづくり活動が盛んに行われている
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ところでございます。予算につきましては多少実績に合わせて設定をさせていただいたわけであり

ますけども、平成２９年度事業の総額でも約１千万ぐらいの事業費が使われているわけであります

ので、今後も自治会活動それから民間の団体の方々の地域活動を促すように町も積極的にＰＲをし

ながら、住民主体のまちづくりを進めてまいりたいというふうに思いますので、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） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 特にその考え方がないというような部分なんですけども、最近その住民大会の参加者も若干減っ

てきたというような部分も含めて、これを今年最後にするという形にしたこと自体がちょっとよく

解らない部分で、そしたらもう少し人が集まるような形の工夫ができなかったのかというような論

法になると思うんですよね。そのことも含めてこれからまた検討していくという部分ですから、も

との形に戻るような形になるかもしれませんけど、そこら辺は一応どのようなことになっていくか

ということを考える部分ですけど、ただこれからの自治活動というような部分で、町内においては

本町においては良いですけど、札弦そして緑あたりはかなり高齢化も進んだというような形の中で、

なかなか今までどおりのことがきちっとできるのかということもすごく懸念されるような部分なん

ですよね。そんなことも含めてこの職員体制もかなり窮屈な状況の中でやっているということで、

どうあったって自治会に協力を求めてまちづくりをしていかなくちゃいけないとう部分を鑑みます

と、きちっと住民の意識が醸成されるような、今までであれば住民大会ですか、そういう部分で意

識を高揚していくということはとても大事なことじゃないかなと思うんですよね。そんなことを含

めて新たな取り組みというものをきちっと考えていってもらいたいなと思います。これちょっとし

た要望でございますけども、そういうことも含めて考えていっていただきたいなとそのように思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今の御質問でございますけども、町長の執行方針の方にもありましたとおり、まちづくり運

動推進協議会主催の住民大会というものにつきましては、今回の大会で幕を閉じさせていただきま

した。今後につきましては、ただ今勝又委員がお話しいただいたように当然のことながら町づくり

を住民主体で考えるということはまちづくりの根幹でございますので、そういった部分につきまし

てはどういった仕組みにしながら、そういった取り組みをするかというのは今のところ詳細は詰め

ておりませんけども、当然のことながら今後必要になっていくのかなというふうに思います。先ほ

ど参加者の減というような話もございましたけども、参加者がたくさんいれば良いのかどうかとい

うのはまた別議論かなというふうに思いますけども、またそういった部分も含めながら中身も含め

ながらどういった手法にするかも含めながら、今後検討してまいりたいというふうに思いますので、

引き続き御支援をいただければというふうに思います。 
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○議長（田中誠君） 

 他。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 財産になるのかなと思うんですけども、街灯費管理事業ということで、これは自治の部分の街灯

なのかと思いますが、先に役場前の外灯といいますか、正面にある清里町という看板がありますよ

ね。あの看板の部分についての電気代はこんなにかかっているんじゃないでしょうかということで

資料を出して、さらにそこをＬＥＤ化にするとさらに何１０万もこうやって年間に浮くんだよとい

うことの資料を出させていただいたんだけども、その辺については、財産の中で組み込まれてない。 

この辺も将来見たら投資ということも是非役場の周りのＬＥＤ化も。太陽光でそこから出るのを

子育てに使っていますよと言いながら、普通の電球でどんどん費用かけているという部分もありま

すので、かけるんだったらしっかりとこの辺をかけていただいて、しかも今は薄暗くなっているん

ですね、もう。あのランプが古くなっているせいか、全部で２５０ワットが８本使って、従来の半

分ぐらいの明るさになっていると思いますんで、この辺もぜひ注目していただきたいなと思います。

財産の方に入っちゃうのかなと思いますので、申し訳ございません。自治振興費ではないかもしれ

ませんが、同じ街灯ということで捉えていただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の関係につきましては、今後十分検討させていただきたいなというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 この資料、課長見られましたか。はい。解りました。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 先ほど自治会の関連で質疑が出たんですけれども、当町やはり協働と共創のまちづくりというこ

とで町民の町政に対する参加意識はかなり高いところではございますけれども、やはり急激な人口

減。今から３０年弱前は約８千あったんですけれども、自治会員の自治会の構成人数はかなり半減、

あるいは自治会活動が衰退してきている自治会も現にあるのかなと思っているところなんですけど

も、特に札弦・緑地区の話も出ましたけども、いろんな部分で支障がきているのも事実だと思いま
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す。そんな中でやはり戸数減に伴って、自治会活動を運営できていないっていうかな。いろんなさ

まざまな活動の中でマンパワーがなくなってきた中で、一人に対するいろんな負担の割合が高まっ

ている現実があるんですけども、今後の中で他の行政の中でよく考えられる連合体の自治会活動を

ゾーニング。地域で３つの自治会を１つの連合体組織で活動しましょうと、そういうような行政も

あるんですけども。本町もそういう点にもやはり着手しながら自治体活動の衰退を妨げないような

中で、より一層こう地域により沿った形で、できるような自治会活動をやはり推進していく政策を

やはり考えていく時代にきているのかなと思っているんですけども、細かい話をすると緑地区にお

いて世帯数約２００名です、住民数が。今の機能の中の自治会活動はありますけども、皆さん連携

はとれているんですけども、行政の中の仕事として１つ良い事をやっているんですね。いやこんな

の失礼ですけど。緑通信という形で広報とは別に自治会に通信を出している、そして皆さんの情報

を共有しながら、その地域を盛り上げていく、そういう取り組みがあるんで、今後の中で自治会連

合という言葉は余り僕は適当でないかもしれませんけども２つの自治会を何とか一緒にしながら出

来るものなのかどうなのか。今後の中で協議が可能なのかどうなのか、その辺の検討があるのかな

いのか、その辺どうなのかちょっと聞いてみたかったんですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 自治会の統廃合と言いますか、その自治会の今のそれぞれの２９自治会の世帯数、人数につきま

しては一時人口が多くいた時から比べますと、今お話があった通りということで把握をしていると

ころでありまして少ない自治会の方々からは、多少そういう自治会活動もということでお話を聞い

ているところもございます。緑だけではなくて、町全体の自治会の部分についてそういったところ

があるのかなというふうにも把握しておりまして、原課といたしましても、各自治会の状況をまず

踏まえて、もともと歴史だとか生活環境だとか産業だとか色々な部分の捉えがありますので一概に

人数合わせというようなことにはなりませんけども、当然のことながら今後の自治会組織の部分に

つきまして検討してもらわなければならないというふうに捉えておりますので、ご理解をいただき

たいという風に思います。 

 

○４番（前中康男君） 

 やはり現実、自治会活動で各役職、例えば防災係だとか安全係だとか福祉係もありますけどもそ

ういった意味でやはり選出できないという自治会があるのも事実かなと思います。それとやはり現

実、冠婚葬祭の中で旧態依然であればお手伝いをしながらというのもあったんですけど、だんだん

高齢化の中とその自治会員の出てくる方々が少ない中で本当に苦労されている自治会、現実皆さん

も御承知のとおりあるんですけども、そういった意味の変化に対応できる自治会活動のあり方とい

うのも、今後検討してほしいというのをこの場で述べさせていただきました。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 本町は行政区割ではなくて自治会ということでありますので、それぞれの地域の自治ということ

になりますので直接町がこの自治会はこうしろああしろという、監督命令ということにはならない
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かなというふうに思いますけども、当然まちづくりという部分がございますので、今後ともその自

治会からの御意見を十分にお聞きして、当然のことながら、町もその中に入らせていただいて、ア

ドバイスや協議連携をしてまいらなければいけないのかなと感じておりますので、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） 

 よろしいですか。 

６目交通安全対策費、４４ページから４５ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 ありませんか。質問がなければ次に移ります。 

７目防災対策費、４５ページから４６ページ。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 防災対策費、４６ページの方になるんですが、防災対策事務費の中での器具購入費２５３万８千

円あります。まず１点目ですが、これの内訳を教えていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの総務管理費の防災対策費の関係でございますけども、全国瞬時警報システムの機器更

新事業の経費でございまして、今回３１年度から新型の受信機のみでの運用となるため新しいシス

テムに替えるということで、この経費を計上させていただいているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 予算審議資料１８ページの方に出ていたということで大変失礼致しました。今回なぜこれを聞く

かというのが３月９日暴風雨融雪災害ございました。その中で各箇所で水没等の被害があったと聞

いております。今回その３月９日の段階のときにポンプとか、または発電機を回すための発電機が

必要と思いますけども、そういう部分が十分に足りていたのかどうなのかっていうことを、まずお

聞かせください。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの御質問の３月９日の暴風、それから融雪被害の関係でございますけども、この時には
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水中ポンプの方、うちの町で防災機材としてある機材、それから今回足りなかったので清里町建設

業協会の方からも借りまして、今回対応したということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 前回のときもあったと思うんですが、建設業界等との連携をとりながら当町で用意できなかった

ポンプ等を借りているという話は前回の時もあったと思います。実際なんですが、今回も借りたと

いうことなんですけれども、それで町の方に上がってきていた災害の冠水した部分で全部が対応で

きたのかどうなのかということをお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君） 

 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、住宅等に流れ込むのを防いだりとか、そういった場合に水中

ポンプの方を活用したりとかしました。また大規模なところにつきましては消防の方に対応を依頼

したり、また産業建設を通して管理業者の方に依頼して対応したところでございます。今回水中ポ

ンプにつきましては、うちの町の防災整備、それから清里町の建築協会の方から借りたやつで、今

のところというか今回の３月９日については対応ができたということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今のとおり答弁を聞いて安心いたしました。過去の議会の中で一般質問等の中でこの清里町の排

水対策の中でその大規模的なことはなかなかすぐにはできないという部分の答弁が町長からもあっ

たと思います。その部分に関しましてもやはり今回たまたま良かったですけれども、今後もっとも

っと大きな被害を想定されている中で、やはり町民の生命、財産守るためにも十分な対応ができる

ように、いろいろ今後進めていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの伊藤議員の御質問、御意見のとおり、今後の防災対策十分に今回の３月９日のことも

踏まえまして、十分な対応をとっていきたいというふうに考えてございます。 
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○議長（田中誠君） 

 ほか、よろしいですか。はい、加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今回この防災の中に看板、避難所の整備をし直すと、具体的に海抜何メーターという項目、それ

以外にどのようなことに配慮しながら看板の再構築をされていくのか。２８カ所って、現在町内ど

のくらいあって、新規に建てる部分もあるのか無いのか。あるいは実際に海抜だけで終わっちゃう

のか、どういう目的を持って入れていくのかという点について。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今回の避難所の看板でございますけども、まず避難所の数につきましては２８ヵ所ということで、

御理解をいただきたいというふうに思います。今回災害対策基本法が改正になっておりますのでそ

れに合わせた名称等の変更を行っていきます。それにあわせまして、この避難場所の図記号でござ

いますけども、今回基本法の改正によりまして、またＧＩＳ制定でピクトグラムという統一のもの

できました。それにあわせて全国どこででもそのピクトグラムを見たら災害の種類に応じた避難所

が示されるようになりましたので、それに合わせたピクトグラムをその看板に掲載等をしながら、

海抜、その他新しく名称も変更しながら、今回看板を２８ヵ所作成していきたいというふうに思っ

ているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 もう一点なんですが、今回のこの予算の中には備蓄食というのはどこに載っているのか。あるい

は現在清里町に備蓄食が何食分どういう形で期限がいつどういう状態であるのかというあたりをち

ょっとお知らせをいただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 現在備蓄している食料関係でございますが、清里、札弦、緑、３カ所にあわせまして、マジック

ライスですとか、乾パンの方を整備しているところでございます。期限については、それぞれ毎年

また期限切れのやつについては随時更新をしながら食料等につきましては購入をしているところで

ございます。清里、札弦、緑、あわせまして基本的には全人口の１割程度を目標に備蓄ということ

で、２４時間３食分を想定した中で食料の方については整備を進めているところでございます。今

後も必要な食料等について、十分確保を行っていきたいというふうに思っているところでございま
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す。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

２４時間３食分、町民の何割ぐらい、具体的にそれらの部分について備蓄食、非常食、多分５カ

年前後の保存期間があるのかなと思うのですが。３年から５年だと思うのですがその中で現在、毎

年買っていると思うのですが、毎年どのぐらいの更新をされていっているのか、現在どういう状態

であるのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 食料につきましては先ほど申し上げましたが、一応目安として全人口の１割程度、目標というこ

とで清里については３００少し、札弦緑については１００人ずつということで進めているところで

ございますけども、現在この備蓄につきまして特に食料、また資材等もきちんと防災、備蓄マニュ

アル等を作成しながら、今後目標値を定めましてきちんとした資材だったり食料だったりを整備し

ていかなきゃならないというふうに考えているところでございます。清里・札弦・緑ということで、

それぞれの町民会館、それから札弦センター・緑センターの方に備蓄、食料の方を配置して今のと

ころ完了しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

総体の数字でちょっと聞き取れなかったんですけど、これから１割程度を目指して備蓄していく

という事なんですが、いっぺんに購入するのではなく、毎年それぞれ更新されていくんだろうとい

うふうに思いますし、１割程度ということは４００人程度。少なく見ても４００人×３で１千２０

０食というのを保管していくという基本的考え方をもっているということなんですが、そういう中

では賞味期限が切れてくるっていう感じになってくると、この再利用と言いますか、処分とか。秋

の防災のときに食事をする部分では、意外としれているのかなという部分があるわけでありまして、

そういう中で、他の町村では産廃にせざるを得ない。いろんな問題が出ている部分もあります。た

だそういう部分においてもやっぱり非常食というのはある意味では、清里は大丈夫だということが

なかなか言いづらくなってきた現状でもあると思いますので、それらを備蓄しながら、それを捨て

ることのないように。例えば職員で、あるいは全部の自治会で、みんなで食べてもらうだとかいろ

んな形の中での活用方法。そういうものをきちっと整理しながら、備蓄全体に関して網羅をしてい

っていただきたいと整備をしていっていただきたいとこのように思います。 

特に食料だけでなくて、非常に足りない部分、本当に必要な部分は何かという部分も結構いろん
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な部分で必要な部分が叫ばれている部分があるんだと思うんです。毛布が足りないとかいろんな部

分。我慢できる部分とある程度必要だという部分。この今回の防災計画の中にいろんな形で計画を

つくって、町民の皆さんにいろんな事でお知らせするガイドラインを示すのは良いんですが、実態

として素行できる、まずは自助努力ですけども最後にはやっぱりそういう形の中で全体でしておく、

最低限の環境づくりというものを今回のこの防災計画に合わせて整備をされていっていただきたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の加藤議員の御質問でございます。先ほど防災の関係の食品の関係でございます。清里が

３００、札弦・緑が１００ちょっとずつということで、これが２４時間３食分ということで５００

×３食ということで端数ありますので、今現在は１千７００ぐらいから１千８００くらいの食料の

方を備蓄してございます。３０年度の予算におきましては、マジックライスの関係でございますけ

ども、これにつきまして一応４００食分予算化をしているところでございます。 

この食料関係につきましても、基本的には各家庭の自助努力で自己責任において、ある程度備え

ていただくということが、まずこちらの方でもＰＲ等を務めていきたいというふうに思っていると

ころでございますが、先ほど申したとおり防災の非常食であったり、備品資材等も目標値を定めな

がら、今後備蓄マニュアル等整備を進めて相対的に整備の方を進めていきたいというふうに思いま

す。 

それから非常食関係で期限が切れた関係につきましては毎年行っております消防の訓練に合わせ

た、例えば防災訓練ですとか先程言った自治会にも出前講座等で防災の関係でも言われることがあ

ります。また学校においても、今年度連携を取りながら防災キャンプの実施をしましたので、そこ

の中でも実は使っているところでございます。今後そういうことも含めまして、この防災の備品、

また非常食の関係について、また有効に活用できるように相対的に整備また検討していきたいとい

うふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の防災の件ですが、防災計画策定事業費。この概要版作成委託料という部分で確かに絶対必要

な部分なんで、この費用については当然かかっていくだろうと思いますが、一般質問の中で言わせ

ていただきましたけれども、これは業者に自分たちの防災計画をそのまま委託ではなくてもう少し

違う形で自らがつくれる方法はないかなというのが、私の意見であります。その辺含めて、ただそ

れを他業者に委託する、作るにはお金がかかる、当然かかる費用は良いですけども、ただ他に任せ

るということじゃない方法は何か考えられないのかな、ということをぜひ私もこれで３年言ってい

るんですけどもその辺を含めて、この一部でも自ら携われる工夫をしていただければと思いますん

で、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの防災計画の概要版の作成の関係でございます。今回概要版の方を策定ということで、

予算の計上をさせていただいているところでございます。これにつきまして一般質問の中でも、河

口議員の方からありましたが、当然業者任せにすることなく、委託はしますけども一部と言います

か、子供からお年寄りまでがわかりやすい概略版にしてというふうに思っております。子供たちが

どこまで関わらせることができるかというのは、まだ解りませんけども、いずれにしても任せ切り

にならないよう、当然清里町にあった防災計画の概要版の方を作成し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） 

 よろしいですか。ここで午後１時まで休憩といたします。 

 

                            休憩  午前１１時５５分 

                            再開  午後 １時００分 

○議長（田中誠君） 

休憩に引き続き会議を開きます。 

８目町有林管理費、４６ページから４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかありませんか。質問がなければ次に移ります。 

９目総合庁舎管理費４７ページから４８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１０目町民会館費、４８ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 町民会館の修繕費について質問させていただきたいと思います。地下配管の保温材の補修を行い、

施設の長寿命化を図るということで前回の委員会の中でも説明をいただいたんですが、町民会館が

出来てまだ７年。非常に新しい施設中で、このような修繕が必要となったということについてどの

ような修繕が必要になったのか。どのような状態でどのような修繕が必要になったのかを再度お伺

いしたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の町民会館の維持管理事業の中の修繕でございますが、これにつきましては議員おしゃら

れましたとおり、まだ町民会館については新しい施設というふうに認識しているところでございま

すが、地下の配管に穴が開いたということで、今回の修繕ということになりました。その穴のあい

た原因につきましては完全な特定はできていないんですけど、やはり水が常時流れているというこ

とで水の圧力等から穴があいたのではないかということで業者の方に見てもらったところでござい

ます。この穴のあいたところがなかなか見つけにくい場所だったということで、今回地下配管の保

温材が損傷してしまったと。その地下の配管の保温材の損傷を補修するために今回２００万円とい

う額になってしまったんですけども、この額を計上させていきたいということで、今回提案をさせ

ていただいているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 地下配管に穴があいて、その穴がどこか見つけることがなかなか難しかったということでありま

すけども、７年間で普通一般的に考えまして、配管に穴があくということもなかなか考えづらいこ

とですし、一般的に考えて７年目でこのような大きな修繕費がかかるというのは非常に首をかしげ

たくなる問題でもありますので、この原因をしっかり究明と言いますか、これがもし工事の施工の

問題であれば大きな問題でしょうし、あるいはそのチェックをする機能が不十分だったと言うので

あれば、今後行政としてのチェック機能をしっかりとしていくような体制をつくっていかなければ、

今後に向けてもいろんな支障が出てくると思いますので、ぜひその辺は肝に銘じてしっかりと行政

としてのチェック機能を含めてしっかりやっていただきたいということを、要望したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

ただいま堀川議員の御意見と御質問でございます。町民会館は建ってまだ日が浅いということで、

このような修繕料の計上というふうになってしまいましたが、先ほどもお話させていただきました

配管の穴があいた場所が見つからなかったということで、被害の方が拡大してしまったということ

で、まずご理解いただきたいと思いますが、業者の方の不備等含めまして、その辺については一応

保証期間が２年間ということで決まっております。 

後段言われました行政としても、きちんとチェック機能というのは当然かなというふうに思って

おりますのでその辺、今後施設管理に至っては十分留意をしていきたいというふうに思ってところ

でございます。 
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○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 町民会館管理運営に関してなんですが、葬儀の時の使用に対しまして、車いすと自動販売機の設

置要望が町民から出ていますよということは過去の議会の中でもご提案させていただきまして、そ

のときの答弁としてどちらも今後検討していきますという答弁をいただきました。その後車いすに

関しては２台ほど設置されているということは聞いたんですが、自動販売機の方はその後検討され

ているのかどうなのかをお聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

今の伊藤議員からの御質問でございますが、葬儀の関係について、車いすの関係は今おっしゃっ

たとおり整備をさせていただきました。自動販売機の関係ですけども内部等で十分検討いたしまし

た。現在、他の公共施設の部分もありますが、町民会館において、今のところ自動販売機につきま

しては検討の結果、もう少しちょっと検討したいということで、そのような状況となっております。

今後また防災の観点含めて、葬儀だけではなくて、町民会館に自動販売機が必要かを総合的に検討

させてほしいなというふうに思っているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１１目支所及び出張所費から１３目緑センター費まで一括質疑いたします。４８ページから５０

ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 支所及び出張所費の緑支所管理運営事業費について臨時職員賃金の１０１万４千円のところで質

問をしたいと思います。先日９日の平成２９年度一般会計補正予算第６号の中で、緑支所の臨時職

員に対する減額補正が２７０万されましたが、今回この予算の中で２７０万円分が少ない数字にな

っておりますが、この部分に関して臨職の方は雇用しないということで理解してよろしいでしょう

か。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

今の関係、議員もおっしゃったとおり３月の補正におきまして、臨時職員の雇用緑支所につきま

しては再任用の職員を採用していたということで、その分を減額させていただきました。今回も緑

支所の関係につきましては、その再任用分につきまして減額をさせていただいたところでございま
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す。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今年地域協力隊の方が、１名緑地区の総体的な支援をやるという話がありますけども、そのため

の予算減少なのか。その辺はいかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今おっしゃった緑支所への地域おこし協力隊の関係ではございません。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

14目町民活動施設費、５０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１５目顕彰費から１６目報酬等審議会費まで一括質疑いたします。 

５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

１７目 職員福利厚生費、５１ページから５２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

１８目行政情報システム管理費５２ページから５５ページ。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 行政情報システム管理費の５３ページになりますが、光ブロードバンド管理運営事業費について

質問させていただきます。予算審議資料の方では、光ファイバー移設工事請負費ですけども３９１

万円となっております。こちらの予算書の方では５４１万円となっていますが、この差額は何なの

かまずお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 
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○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの光ファイバーの移設の工事の関係でございますけども、審議資料の方に載せておりま

す、光ファイバーの移設事業につきましては道路の歩道の新設の際に行う電柱の移設に伴い共架し

ている光ファイバーの移設ということで道道摩周湖斜里線、清里止別線、町道１５号ほどの関係に

ついての工事請負費の関係についての３９１万円でございまして、その他の差額につきましては、

そのほかにも今申し上げました道路の関係の移設以外に伴う光ファイバーの移設がございますので、

その関係も計上させていただきまして現在の光ファイバーの移設工事請負費については５４１万円

ということになってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 去年も総務課の方にいろいろと相談させていただいたんですが、ここ最近ずっと、強風により同

じ箇所で、特定させていただければ３線１４号から６線１４号ぐらいの付近なんですが、強風が吹

く度に毎回毎回断線すると町民からの苦情がありまして、業者の方も毎回ここなんですよね、同じ

なんですよねという話も聞いております。その部分の移設工事ですとか、またそれに対する対応の

経費が今の言われた差額の中に含まれているのかどうなのかお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今、議員おっしゃられたところも含めまして、今後新たにそういうような断線等、または修繕等

必要なために、残りの金額についてはこの金額で対応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） 

 他よろしいですか。ここで説明員交代となりますが、質問漏れありますか。はい、前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 些細なことですけども、総務費の中で開基１２０年開町７５周年事業。具体的に時期だとか内容

等がある程度煮詰まっているのかどうなのか、中身だけ説明願いたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただ今の前中議員の御質問でございますけども、本年清里町が明治３０年に開拓の鍬が下されて

から１２０年を迎えます。その関係もありまして、記念式典等行いながら、節目の年を町民皆で祝
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うと言いますか、そのような形で今回記念式典等を実施していきたいというふうに考えております。

記念式典の関係につきましては、９月の２日毎年産業まつりを行っておりますが、その産業まつり

にあわせまして実施していきたいというふうに思っているところでございます。 

その式典におきましては、功労者表彰を行ったり、先に町長議長がモトエカの方を訪問をいたし

ておりますが、友好都市の協定の方をモトエカから関係者を招いて再調印を行っていきたいという

ふうに考えてございます。 

またその他、この総務費にある経費につきましては、メイン的には今言った式典関係にまつわる

経費でございますが、そのほかにも冠予定事業としまして、例えば、ふるさと産業祭りプラネット

ステージ、斜里岳ロードレース等も行いながらこの節目の年を、記念式典、記念事業を行いながら、

未来へ向けたまちづくりの思いを共有できればというふうに思って、事業展開を行っていきたいと

いうふうに考えてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

清里町の歴史の中で１２０年開拓の鍬ということで重々理解します。今、ニュージーランドとの

交流事業で友好都市関係で調印もするという話なんですけども、ここでニュージーランドの方から

どのくらいの方々を招待というか、招へいするのか。もし解ればその辺お願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ２月にも町長、議長の方がモトエカ町を表敬訪問しまして、来年友好都市協定の再調印をしたい

ということでお話をしてきました。モトエカの方の市長さん、ケンプトン市長さん。それからモト

エカ清里友好協会がございますので、その友好協会のメンバーを清里の方に招いて参りたいという

ところで、今考えているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 ちょっと関連しますけども、清里高校との関係で留学生等と逆にモトエカの方からもこちらへ来

ている関係もありますけどもそれらの関係者も招待というのは考えておられるんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 
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○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今現在、向こうの友好協会のメンバーがどれぐらい来るかというのは、ちょっと解らないところ

でございますが清里高校とモトエカの高校につきましては姉妹校を提携してございます。そのモト

エカの留学生と言いますか、そちらの友好協会の方にメンバーも含まれておりますので、その中で

対応ができれば、こちらにも来ることがあるのか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。 

 

○４番（前中康男君） 

そういった中でこの方々。渡航の交通費等々の関係はどのような形で処理されるかだけお聞かせ

願いたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 基本的には、市長さん等は公務で来町をお願いしたいというふうに思っているところでございま

す。ただモトエカ友好協会のメンバー、特に長く清里町との交流の橋渡しやっていただいたメアリ

ーさん初めそのメンバー等につきましては、若干の経費等を見てあげたいということで友好協会に

ついてはその分を少し見ているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ５３ページの住民基本台帳ネットワーク管理運営事業費についてお伺いします。５５４万５千円。

機器の更新の関係で４５０万位。余りカードは関係していない部分で、カードもそんなに作られて

いる方はいないんじゃないかな。一応番号は持っていますので機器の更新等はわからない訳ではな

いんですけど、当初より行政に自賄いが要求されるような形で国が主導して決めたというような部

分。見通しとして、財源措置とかそういう部分というのはないでしょうか。一般財源で見ているわ

けですけど。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今質問のありました行政情報ネットワークシステムの更新についてなんですが、こちらにつ

きましてはマイナンバーカードだけではなくて、全国の自治体繋ぎまして住民の移動ですとか、そ

ういった部分のデータのやりとりをしている回線でございます。そちらの方の今回サーバーにつき
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まして審議書にも記載しておりますが、ＯＳのオペレーティングシステムの保守関係の期限が切れ

ということで、国の方からも指導がございまして今回更新といった形となっております。ご質問の

ありました財源措置でございますが、こちら最当初導入の部分であったところでございますが、更

新にかかる経費については経費の負担はないということで町村の負担ということになっております。 

 

○６番（勝又武司君） 

 はい、わかりました。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

ここで説明員交代となりますが質問漏れはございませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。なければ暫時休憩をします。 

 

                             休憩  午後 １時２０分 

                             再開  午後 １時２２分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

３項開発促進費・1目企画振興費から２目土地利用計画費まで一括質疑を行います。５５ページか

ら５７ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 地域おこし協力隊事業費について質問させていただきます。本年度で２名の協力隊の方が、３年

間の任務期間を終えて卒業ということになりました。この３年間で協力隊のお２人の果たした役割

は非常に大きかったんだろうなとそのように思っております。加えてその２人は清里町に定住して

いただけるということで、非常にこの事業自体がうまくいったんだなとそのように感じているとこ

ろであります。 

しかしながら、新たな協力隊の採用が非常に難航しているということで、ここは反省からスター

トしていかなければならないのかなというふうに考えています。協力隊の募集の仕方の時期、募集

の時期が適当だったのか。また協力隊を募集するにあたって将来への展望。青写真がしっかり協力

隊の方々に提示できていたのか。または町からの地域おこしに対する熱意が協力隊の方々に伝わっ

たのか。この辺の反省をしっかりと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

が、まず今後のその採用の見通しと今後の協力隊に対する町側の考え方というのをお聞きしたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今、堀川議員の方から御質問いただきました地域おこし協力隊の今後の協力隊の見通しでご

ざいますけども、先般の常任委員会でご報告させていただいたとおり、平成３０年度の協力隊の活

動につきましては、観光振興にお１人、それから緑地域の活性化にお１人ということで既に内定を

させていただいておったんですけども諸事情によりましてお２人とも辞退をされたということであ

ります。 

そうした状況中で、すぐに新聞、ホームページ。それからそういった移住定住を行っているサイ

ト等々に募集をしているよというような部分の告知をしているところでありまして、ただいま告知

中と案内中ということであります。ただ今のところ状況はちょっと芳しくないんですけども、引き

続きいろんな媒体を使いながら募集をかけていきたいというふうに思っております。 

さらにその前段、お話がありました平成３０年度に向けた時期でありますとか熱意の部分につい

てでありますけども、それらについては、今回の募集につきまして十分に反省をしながら、もう３

０年度行っておりますけれども、今後に生かしていきたいというふうに思っておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 何度か議会の中でも申し上げているんですが、この協力隊事業というのは移住定住の一番のモデ

ルケースになるんだろうとそんなふうに考えています。ですからこの協力隊事業を町のために有効

に使って、できれば２人とは言わず、まだまだ複数人いても構わないと思うんです。採用もいなく

なったから次を補充するということではなく、どんどんどんどん積極的にこの町に協力隊が入って

くることによって、街中がどんどんどんどん、良い方に動いていく。そのように感じているところ

であります。 

まだまだ清里町では、協力隊の活躍する場がたくさんあると思いますので。例えば新規就農に関

する仕事でも協力隊の仕事は幾らでもあると思いますし、例えば今メロンの栽培が大変になってき

ているというところで、協力隊に活躍してもらう。イチゴの栽培でも協力隊の活躍の場はあると思

いますし、その他の面でもスポーツ関係でもスポーツのインストラクター健康増進のための相談委

員。そのような面でもあると思いますし、文化的な面で言えば、音響スタッフ。今ステージスタッ

フに頼らざるを得ない状況でそのような技術を持った協力隊。あるいは映像をクリエイトするよう

な協力隊。そのようなたくさん協力隊の活躍できる場があると思いますので、ぜひその辺も知恵を

絞って早急に協力隊事業に積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今の堀川議員の御意見でございますけれども、十分に参考にさせていただきたいというふう

に思います。ただご承知のとおり民間もそうでありますけども、非常に就職関係の市場が売り手市
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場ということでありまして、なかなか協力隊につきましても他市町村の状況を見てもなかなか募集

に対して、応募してこないというような状況があります。先ほど熱意というような部分もあります

し、こちらの手法というような部分もあります。そういった部分、今堀川議員のお話も参考にしな

がら、なるべく早い時期に協力隊を、当初の目的の部分につきましてしっかりと配置するとともに、

ただ今お話しいただいた御意見も参考にさせていただきたいというふうに思いますので、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） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 関連になりますけども、昨年この協力隊における臨時職員給与費。それとサポート業務委託等々、

今年度の計上になっておりません。また採用選考における委託１４０万くらい昨年の場合は計上さ

れていました。 

今、売り手市場って話が課長からありましてたけれども、ここでなぜ臨時職員給与費が下げてい

るのかな。２名、一昨年は５００万ぐらいだと思ったんですけども、今年度は４８０万の臨時給与

費ということで計上されていますけれども、その点まず１つ。 

やはり執行方針の中にある中で、かなり重たい案件を緑地域の活性化と言う事で協力隊員のノウ

ハウを生かした中で検討していくっていう、その根幹の部分。これ本当にスピードを持ってやるの

であれば、それを採用するまでの間、どのような形で今後とり進めるのか。その辺も課の中で検討

されていると思いますけどもその２点あわせて説明願えればと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず協力隊の賃金の関係でございますけども、協力隊の前回までの方々につきまして、２９年度

までの方々につきましては３年目ということでありまして、年を１年目・２年目・３年目というこ

とで、いわゆる昇給と言いますか、していく形のシステムを使わさせていただいております。です

から１万円ずつ上げるというふうな形で、今回入られる方は初年度ということでありますので、２

０万円程度の金額が安くなるということになりますので、ご理解いただきたいと思います。 

さらに活動費の関係のお話もいただきましたけども、活動費の関係につきましては、今まで委託

会社に委託しておりましたけども、自分達で原課の職員も含めて、いろんな媒体を使って十分に活

動のサポートができるということもありますし、協力隊につきましては自主的な活動の方がより活

動しやすいのかなという部分もありますんで、今回について委託する活動費につきましては省かせ

ていただいたということで、ご理解をいただきたいと思います。 

さらに今後の協力隊を入れる見通しの関係でございますけども、ただいま申し上げました、２９

年度の募集の関係につきましては、今行っているような部分でございます。平成２９年度これ以上、

人材が見つからないというような状況になりましたら、平成３０年度また新たな対策を組まなけれ

ばならないのかなというふうに思いますし、場合によって補正も考えた中で、取り組まなければな
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らない事案かなというふうに思っております。いずれにしましてもなるべく早い段階で早い手だて

を打たなければならないというふうに思っておりますんで、ご理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

採用辞退という話が出てきたときに採用を見送った理由なり多分あると思うんですね。それをこ

こでどうのこうのは議論しませんけども、それなりの高い見識を持った方々をそれなりの地域まち

づくりでやはり活動していただく上で、答弁にありましたとおり売り手市場ということで、どうし

てもその賃金の部分で道内の自治体中で、本当にいろんな駆け引きがありますけども、青天井とは

言いませんけども、かなり成果的な報酬を別メニューでもプラスしながら採用条件を出していると

いう自治体もあると思うんですね。本町の場合はこういう形でもう３年が終わった段階でサポート

は切れますよという流れかなと思いますけども、そこら辺も今後の中でもし可能であれば、本当に

しっかりと対応できるんであれば報酬というのかな、賃金的な部分の改善も可能なのかどうなのか。

難しい部分もありますけども、現実にそういった中で単純にそういうふうな部分で、他の町村に流

れたとなると寂しい部分もあるのかなと思いますで、そこら辺の辞退の理由がもし話せる部分があ

れば今お聞かせ願いたいし、今後中で賃金体系の見直しがあるのかないのか、その辺も合わせて答

弁願いたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

今回の２名の辞退につきましては、細かい御説明はいたしませんけども、１人につきましては家

族間の理由ともう１人につきましては、いろんな所を受けておりまして、そういった他の所に行か

れるというようなことを聞いております。特に賃金が低いからとかということではないのかなとい

うふうに思っております。ただ各市町村の協力隊の賃金の状況を見てみますと決してうちの町が低

いわけではありませんけども、いわゆる中の上ぐらいかなというふうに認識しておりますけども、

今後協力隊もその協力隊と言いながら、それが１つのいわゆる仕事となっている部分もありますの

で、ただいま前中委員お話された部分も参考にしながら、今後の賃金体系についても今一度検討し

てまいりたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 同じような賃金の話ですけども、これはちょっと別の次元のですけれども、今年度予算の中に外

国人講師が３００万なんですね。そういうことと対比することは良い悪いは別にしても、そういう
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ことも考慮した中で地域協力隊員の持っている職務の重みという部分をやはり重々と理解してそう

いうところで検討していただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今いただきました御意見も十分に参考にしながら、今後の賃金体系についても見直しについ

て検討してまいりたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 さらにまた関連なんですけども、先ほど前中さんからも質問ありましたけど、この先行委託料と

かっていうような部分は去年の段階での答弁の中では、新規募集して採用するまでというような形

の答弁いただいているような気がするんですよね。そのことを含めると、このことを今年予算で見

てないとなると、全く自前で捜し出しますよというようなことなのかなと捉えてしまうような部分

があるんですよね。そうなのかどうなのか答弁もらいたいなと。 

２名の方がうちの町に残ってくれてということになったわけです。僕も１回何かの機会に質問し

たことあったんじゃないかなと思いますけど、入れるのはいいですよ。でもやっぱりきちっとその

後のフォローそしてサポートをして協力隊員には、国の方からというか上の方から当然そこに住み

ついて、今後とも定住してやっていけるような形のものをということで言われて来ていると思うん

ですよね。そういう部分で、そう言われているからと言っても、町が受ける側も対応しない限りは、

ここに住み着いてもらえるような形のものにならないんじゃないのか、というような質問を昔にし

たことがあるような気がするんです。その中できちんとしたサポートがもう既に２人入って経過が

わかっている中でね、当然同じ地域おこし協力隊の仲間というのがいますからね。そういう部分で

というのもおかしいですけど、当然自分たちの町のことだとか、よその町の１つのコミュニケーシ

ョン中でのセッションあると思うんですよね。そういう部分でやっぱり、僕はきちんとした受ける

側のイメージをきちっと良いものにしてかないと、次から次へと地域おこし協力隊を求めていくと

なったときに、僕はなかなか難しさがあるんじゃないかなと思うんですよね。今回の対応が悪かっ

たとは、僕言いませんけどね。きちんと本人たちが起業したり、またここに住みついてやっていけ

るような、そういうきちっとしたサポート体制をとれない限り、次の者、次の者と求めても、なか

なかそこの難しさというのはあるんじゃないかなと思いますね。そのことも含めて２人残ってくれ

るわけですけど、今後とも残るようになったから、良かったということでなく、きちんとやっぱり

そのことも後からフォローできる形のものを築かないと次につながっていかないのでないかなと思

うんですけど、そこら辺はどう考えますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず一番最初にお話しいただきました募集の関係でございますけども。先ほども答弁させていた

だきましたとおり、３０年度の予算は組んでおりません。ですから状況によっては先ほど申し上げ

ましたとおり、補正も含めて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。 

さらに協力隊のサポートの関係でありますけども、最初に堀川議員からお話ありましたように、

今卒業をされようとされる２人につきましては微力ながら担当職員も一緒になって協力隊のサポー

トをさせていただいたつもりでございます。そういった部分におきまして今後は他の委託会社の協

力隊のサポートは要らないのかなと。役場も一緒になって、協力隊のサポートをしていくというよ

うな部分の中で今後ともやっていきたいと思っていますし、３年間やってきたつもりで思っており

ます。 

さらに勝又議員の方からお話ありました協力隊の自立をしっかりとサポートしなければならない

という部分でありますけども、このサポートの部分につきましても国の定めによりまして、協力隊

が終わってから１年間、いろんな起業だとかいろんなことをするときに補助をすることができる要

綱がありますので、それらも今回卒業されているお２人にもお話をしておりますし、お２人もその

中身について十分承知をしながら検討しているみたいでありますので、もし必要であれば手当につ

いても協力していければというふうに思っておりますので、引き続きこの卒業されたお２人のサポ

ートも当然のことながらしていきたいというふうに思っておりますんでご理解いただきたいという

ふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 私は、５５ページの総合開発審議会運営事業費について、昨年もちょっとこの部分に関してお伺

いしたいんですが、年に２回程度の会議ということでしたが、去年何月頃に行って、その参加人数

がどのぐらいだったのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この総合開発審議会につきましては、条例に定めておりますが、目的につきましては本町の総合

開発計画に必要な事項について調査又は審議するための清里町総合開発審議会を置くというような

部分がございます。いわゆるこの審議が必要なときに必要な会議を開くというような部分でござい

ます。平成２９年度につきましては、総合計画、総合戦略とも順調に進捗をしておりまして、総合

戦略につきましては来週、総合戦略会議を開かせていただきますけれども、総合開発審議会につき

ましては、必要な審議会を開く必要がなかったということで、平成２９年度の審議会の開催はござ

いませんでした。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 課長の今の答弁を聞いていると必要なときだけ行うんだと。２９年度はしなかった。そういう答

弁でありますけども、今年町が商工振興計画ということも立ち上げるわけですから、やはり総合開

発審議会のメンバーを集めた中で活発的に会議を行った上で、うちの町の今後について、いろいろ

と話し合う機会をつくった方が良いと思うんですが、その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この総合開発審議会につきましては、ちょっと補足不足でありましたけどもただ今申し上げまし

た、総合計画の進捗に伴う会議ということでありまして、いわゆる総合計画も絡んだ会議を開催す

るということになりますので、いろんな他の重要な部分につきましては、その都度その必要な会議

を開くということになりますので、この総合開発審議会いわゆる総合計画に伴う会議について行わ

なかったということでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今年商工振興計画を立ち上げるわけですが、その部分に関しても必要ないというふうに、捉えて

いるのでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 商工振興計画の関係につきましては、平成３０年度提案をさせていただく事項でありますけども、

当然のことながら３０年度商工振興計画を立ち上げる際には、総合開発審議会としては開催する予

定はございませんけども、当然のことながら計画立てる上での会議は関係者やそういった方々を含

めて開かしていただくというふうに、想定はしていますけども、総合開発審議会とは別物だという

ことでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 その部分に関しては解りました。続いて５７ページの情報交流施設の維持管理業務委託料につい

てお伺いしたいと思いますが、今年度は４６４万円ということであります。前年度は委託料９１４

万１千円いうことなんですが、大幅に変わった理由をまずお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 いわゆる情報交流施設きよ～るの維持管理に係る委託の関係でございますけれども、まだこの施

設１年半足らずの施設でありまして、なかなかその最初の委託料の設定が難しい部分がございまし

た。平成２９年度の情報交流施設の管理の状況。それから収入の状況をいろいろと勘案しますとい

わゆる管理状況につきましてはさほど一般的な施設の清掃だとか、そういった部分についてはさほ

ど人手が必要ないと。さらには情報交流施設そのものの売り上げについても順調に推移をしている

というような総合的な判断の中で平成３０年度の委託料の部分につきましては、この４７５万円と

いう設定をさせていただいたところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 この４６４万円というのと去年の数字を見ると約半分なんですよ。今の課長の答弁でいきますと、

利益がどんどん出て、そんなに人数も要らないんですということを考えたら、今後これがゼロにな

るということもあり得るということですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○５番（池下昇君） 

今後ゼロになるかどうかっていうことは、ちょっと今答弁は差し控えさせていただきますけれど

も、今業務委託をしていただいている観光協会さんにつきましても、いろんなイベントだとか、そ

れからカフェのメニューにつきましても少しずつバージョンアップをしていただいたり、さらには

清掃の節減だとか、いろんなことをしていただいております。町も当然毎月のように観光協会とも

ヒヤリングをしながら、話をさせていただいているところでありますから、この委託料につきまし

ても、少しずつさらに減っていけばいいのかなというふうに思っているところで、いわゆる町の持

ち出しが少しでも減っていければいいのかなというふうに思っておるところでありますので、御理

解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。はい、河口高君。 
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○３番（河口高君） 

情報交流施設整備の件でお聞きします。これは委員会の中でも議論させていただいて、十分理解

する部分もありますが、昨年トータル維持費も入れて１千５００万組まれて、今年度は１千１００

万になりましたよと。この辺は売り上げの部分ということで十分理解はするんですが、この中で観

光の拠点と情報交流の管理費、運営費そして地場産品の販売、観光案内のＰＲ、移住定住の情報と。

これはここで言うことじゃなくて観光協会にこの辺は委託と言いますか、観光協会の仕事として取

り組むべきことなんだろうと思うんですけども。その中で今回は１千１００万の中で４００万が減

額予算になっていますけれども、これは昨年の売り上げだとかその辺が関係しているということな

んですが、その４００万はどういうふうな処理になっていくのかなという疑問が１つありまして、

補正の中では委託料の減額補正となって、今年度委託料は実際の金額に近いんであろうと思います

けども、地場産業の販売ＰＲ、これはここでもやるし、観光協会でもやる。その辺はきちんとここ

の施設は維持管理費ということに絞られた方がはっきりするのではないのかなと思うんですが、そ

の辺の解釈の部分と情報交流施設整備計画のこの器具購入費というのは、前回の委員会の中では出

てなかったんですけれどもどういう部分になるのかを２点ほどお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず最初の情報交流施設のいわゆる建物としての役割ということかなというふうに思いますけど

も、観光協会は観光協会として、移住定住や観光事業のＰＲなり案内なりをしていくというような

部分がございますけども、当然あそこの施設そのものが情報発信の施設ということでありますから、

あの施設で移住定住の御案内をしたり特産品のＰＲをしたりするということは、あそこの建物の業

務として行うべきことでありますから、それを観光協会が業務委託として責任を持ってやっていた

だいているということでございます。 

もう１つの備品購入につきましては、足りない椅子・テーブルが発生しましたので、その部分に

つきましてテーブル４台と椅子８脚を購入するということでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の部分なんですけれども、先程の地場産業販売ＰＲ、移住定住の情報発信。この部分は次の予

算の中で出てくると思うのですが、やっぱり観光協会へきちんと助成をする。この部分がやっぱり

ここで見ている予算の部分と観光協会がやっている事業というのがうやむやになっている部分がか

なりあるんだろうと思うんですね。これは当然同じ事業をやっているから、この部分の４６４万の

中に当然その観光のＰＲだとか、移住定住の情報発信。これも入っていますよと観光協会さんに助

成している、観光協会のやっていることもその中に入っていますよという、解釈を私はしているの

ですが、この辺はどのように考えていらっしゃる。 
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○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 私の説明が悪かったのかなというふうに思うんですけどれも、この部分につきましては施設の管

理ということでありますから、施設を維持するための委託でありますから、掃除をするための人夫

賃であったり、例えばちょっとした消耗品を買ったりですね。そういった部分でございますので、

ソフト事業をどうのこうのということではなくて、施設を管理する部分の費用ということで御理解

をいただければいいのかなという事になります。河口議員がお話していただいている部分につきま

しては、観光協会としての業務をやっていただいているのかなというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 同じく関連なんですが、今、管理部門だけという表現があった訳ですが、実はきよ～るの施設、

今言われていますように基本的に１千１００万の維持費を結果的にあの建物で維持費がかかってい

ますよと。その目的は今言われた観光から定住からいろんなことをやっていく。でもその中にあり

ながら売店があるわけです、カフェがあるわけです。それの委託もお願いをしているわけであって、

それぞれの部門における去年の大まかな見通しはどういうふうになっているのかというのが、私は

今年度に向かって必要な部分があるのかなと思います。特にあの施設ができ上がった時に一体のイ

メージとして清里の焼酎工場と一体のイメージとして、この特産品の販売ですよと。焼酎をあそこ

で工場直売という形で、全部きよ～るに焼酎の販売をお任せしているという現実があるわけです。

そういう中では、焼酎事業の売り上げが減ったっていう部分もあるわけなんです。そういう環境の

中から、昨年から見ればきよ～るの経費が下がったわけですが、その部分におけるバランスといい

ますか。なぜそれを聞くかというと、今年度は明年度とは言いませんが、事業の運営を指定管理制

度に変更するための準備の年にしたいと。この様に言っているわけです。ということは、現状のま

まの経費を負担する形で結果的に指定管理にしようとするときに、その本来の目的をどこに置くの

かということが非常に私は大切になってくるんだろうなというふうに思うわけです。 

あそこの場面で観光協会が主体としてやる事業。観光事業だとかいろんなイベント事業の部分の

施設としてのウェイトを置くのか。売店とカフェ、その部分にウェイトを置くかによって、あそこ

の施設の運用割合はものすごく変わってくるだろうというふうに思うんです。単純にあの施設その

ものを指定管理に任せてしまえばいいという話では、私はないだろう。ましてやその部分が全部で

いいのかっていう部分もあるだろうと思うんです。この業務委託費の４８０万、ほぼ人件費なのか

なというふうに思うんですが、その中身の働いている人の数。あるいは働いている内容。そしてそ

れが売り上げや方式の中で、今後に向かって本当にそのことがどういう方向で今のままの体制の中

で、指定管理の方向を考えていこうとしているのか。非常に大切になってくる部分と私は思うんで

す。個人起業で完全に営業しようとした時に。他からもらって事業するという事はできないんです

よ。それを町はいろんな大切な部分の中で指定管理でお任せしようとするときに施設の建物代から
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燃料光熱費、そして収支が合わない足りない部分は出して指定管理にお任せするっていうんであれ

ば、変な話ですけど内容を変えたら誰でもできるんですよ。あそこにある、きよ～るの全体の中で

私は非常に良いと思っているのが、キッズ、若い奥さん方が来て、いろんな形で会話しているああ

いう環境も非常にすばらしいなと。そういうとこからいくと逆に、そこのウェイトを上げて、若い

人たちが働きづらい。そういう環境の時に、もしかしたら、そういう人方にお願いしながら、あそ

この運営する方法だってないんだろうか。子育て支援方法。今の体制でいけば何が何でもこの指定

管理が観光協会という頭ネックに考え方が固まっていそうな気がする。そういう中でこの一番最初

に質問したカフェの問題。売店の問題。１年間終わっていません。だいたい概算でこういう状態で

きているんです。そのうち焼酎の売り上げは利益はこのぐらいですよっていう、こういう形が出て

きたときに初めてそこできよ～るの実際の企業努力なり何なりという形がどういう評価になってい

くのか。今年の計画の時点で１年半たったわけですから、２９年度の大まかな数字を提示すること

によって本当に真剣に議員も町もこの大切な施設の運営を本当にどういう形にしていったらいいの

か。この土台のために参考にしたいと思いますので御説明願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず、売り上げの状況と言いますか。まだ全然見込みの段階でありますけども売店の売り上げの

見込みが２千３００万ほど、それからカフェの売り上げの見込みが６００万弱というような、こち

らは売り上げの見込みでございます。当初の合計額は大体それで２千９００万ほどになるのかなと

思いますけれども、当初が１千９００万ほどでありましたのでかなり当初よりも売り上げが見込め

たというような状況になっております。そういった部分も十分参考にしながら、平成３０年度そし

て３１年度についても指定管理等を含めて検討していかなければならないのかなと思っております。 

加藤議員がおっしゃられております、その指定管理の手法の部分、またはもし指定管理にすると

なれば、どこに指定管理をお願いするのかというような部分でございますけども、当然のことなが

らその１つの想定としては観光協会というものが、例えば全部を指定管理を受けるとカフェも売店

も管理というような部分もございますし、そういったキッズコーナーが非常に町民の方々に有効に

利用されていてお母さん方もたくさん来られているという部分もありますので、そういった方々を

うまく利用できないかというような加藤議員のお話もありましたので、そういった部分も参考にさ

せていただきながら、どちらにしてもより効率的にあそこの施設がやはり有効的に使われるような、

そしてお金も余りかからないような、そういった委託をしていかなければならないかなというふう

に思っておりますので、十分になるべく早い段階で検討した部分につきましても、議会にも報告を

させいただきたいというふうに思いますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今言われた売店の２千２００ぐらいですか、あるいはカフェの６００万くらい。これは売り上げ
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の話なんですよね。問題は収支がどうなっているかというのが、非常に大切な部分だというふうに

私は思うんです。特に売店の２千２００ぐらいの数字の中の焼酎の割合というのは、非常に大きい

というふうに私は理解をしていますし、その中における問題は収支の結果がどうなのかということ

なんですよ。売り上げ何ぼあっても結果として、それの３倍も４倍もかけちゃまずいですよね。基

本的にカフェの６００万を約売り上げの見込みですと言っているときに、そこに働いている人数は

何人いるんですか。正職の人何人いるんですか。臨職、パート何人いるんですか。それらをあげる。

あるいは売店とその業務をやる中に民間の商店ならそういう経営が成り立ちますか。そういう体系

をされているところに当然のように指定管理にする時に観光協会がありますよね、なんて話ではな

いだろうと。まずはそういう中身が、民間の力の中で収支が本当に合うような環境。そういうもの

収支を提示して、そしてこの施設の部分については、今後こういう形、総体的にはどうしましょう

かっていう論議に入っていかないとならないと思う。これはあくまでも予算ですけども、予算です

けども働いている人の形の中で、本当に新しいものをつくっていくという中で本当にその人件費の

あり方、あるいは運営そのもののあり方。これについての考え方をもう一度お願い致します。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今後平成３０年度に十分に、今加藤議員のお話をいただいた部分も含めて、十分に検討させてい

ただきたいというふうに思いますんでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 検討という言葉は良いんですが、一応町の施設で業務委託をするんです。こういう形でお願いし

ますという指導もできるはずです。その辺を十分に踏まえて、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。はい、次進みます。はい、河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 すみません。ＪＲ関連対策費の中で、活用可能性調査事業の負担金というのは、これはどういう

ふうになっているか教えていただければ。 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この本事業につきましては、いわゆる釧網線が今後生き残るためのいろいろな可能性を探ってい

るわけでありますけれども、その中で網走市が中心となって今後のこの釧網線を活用してその釧網

線そのものの交通。それから波及される、２次交通、３次交通の可能性の調査を図るものでありま

して、いわゆるターゲットサンプルにつきましては、インバウンド対象国については、ヨーロッパ、
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アフリカ、アジア、オーストラリアなどに調査件数１千件以上サンプル数を目標に、ＷＥＢによる

プロモーション動画を紹介しながら、アンケート調査を実施するような物でございまして、参加団

体につきましては網走市、斜里町、小清水町、清里町の１市３町の協力連携の中でこの可能性調査

をして、今後の釧網線、それから釧網線から係る２次交通、３次交通のあり方について、調査をし

ながら可能性を導き出して行きたいというふうな部分でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 この事務局といいますか、どこに拠点をもってらっしゃるのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 釧網線自体は、こちらの期成会の方が網走が事務局にありますので、網走が事務局となって行っ

ていただいております。 

 

○議長（田中誠君） 

 他。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 お聞かせ願いたいなと思っていることなんですけれども、５６ページ。知床地方版図柄入りナン

バー導入検討協議会負担金というところがございまして、４４万９千円計上されているわけですけ

れども。この部分に関して今までもやって行きながら、新聞報道等でも住民の合意形成がうまくで

きなかったということで、他の大きな自治体２つほどですか、途中離脱等などもありましたけれど

も、実際この各自治体が４４万９千円負担するわけですけども、これってその車両の登録台数によ

っての物か、一律均等割でこの負担金を払っているのか、まずそこをお聞かせ願いたいです。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この負担金の割合につきましては、ただいま伊藤議員の方からお話をいただきました登録台数の

割合、それから均等割の割合で市町村の負担金を算出しております。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君） 

 その負担の部分はわかりました。それでなんですが、今後なんですけれども、これからこの事業

を当町だけでなく、他の自治体と絡みながら進めていく予定なわけですけども、今後実質あとどれ

くらい今後やっていくにあたって負担がかかっていくのか、見通しとか予定があれば聞かせて頂き

たいのですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今回３０年度、それぞれ約４０万何がしずつ負担をさせていただいた総額が３２０万ほどの協議

会そのものの費用になるわけですけども、この費用の内訳につきましては、どういったデザインで

どういったナンバーをつくるかというような部分を中心に費用がかかっていくわけですけども、３

１年度につきましてはどちらかというと周知の期間ということになりますので、３１年度はさほど

負担金はかかっていかないのかなと。 

ただ、周知の方法によっては、いろんな事務費ですとかＰＲ費といったものは多少かかるかもし

れませんけども、さほど３０年度よりもかかっていかないのかなと、それから３２年に実際にナン

バー登録ということになろうかなというふうに思うんですけど、それにつきましては各町村の負担

金は、基本的にはどういうふうに担って行くかについては今ところ不明でありますけれども、各町

村から負担をするというようなことにはならないのかなというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですね。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 ちょっと最後、きよ～るの件に関して不明な点等々、尋ねたいところがあります。今回業務委託

ということで運営されているわけですけども、道の駅さっつるパパスランドも同じように指定管理

に移行して、その時に議会との関係で指定管理の手法、あるいはその算定基礎のあり方という部分

で種々議論がありました。今加藤委員からも意見がありましたけれども公共財の中での指定管理の

仕方。今管理は観光協会としての施設の運営もあれば、飲食の提供としてのカフェ的な部分、そし

てキッズコーナー。３つのその要素を兼ね備えた部分での指定管理の手法ということになっていく

かと思いますけれども、ここでやはりきっちりとその基礎データを確認する上でくどい話になりま

すけども、施設の管理費１千１００万、３０年度予算にあります。その中で委託料が今は５８０万。

そして光熱水費、燃料費。ここが５１６万５千円という形になっていますけども、これはあの施設

全体の光熱水費、あるいは燃料費、これはカフェの部分も含めてトータルの費用ということでいい

のかどうなのか、そこの確認だけ。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただいま今、前中議員にお話いただいた、きよ～る全体の燃料費であったり、光熱費でございま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今ここで指摘したいのは、カフェということは対価を支払って物材を仕入れて、そして食品を提

供するということは、光熱費も実際指定管理の中で見ているというふうに私は考えるんですけども、

それで間違いないですか。調理する部分での燃料費もこの中で見ているという、今の考えで間違い

ないんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この平成２８年度からスタートしたきよ～るでありますけれども、２８年度につきましても２９

年につきましても３０年度につきましても、現在では業務委託ということでありますので、管理を

委託する部分については、その委託料を払う。それから、主要の燃料費であったり消耗品であった

り光熱水費であったり、その他の保安委託だとかそういう部分につきましては町が直接お支払をす

るというような部分でございます。今後は指定管理に移行するとなれば、当然そういった割合とか、

そういった部分も協議していかなければないのかなというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今課長おっしゃったとおり、場所場所での案分の仕方という部分で、光熱費、油を使う電気を使

う、ガスを使う、いろいろありますけどもそこの案分。これはパパス札弦の時も、同じような議論

がありました。同じような手法で今回も指定管理に移行する上では、同じ手法でやるってことで間

違いないですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まだ私の方もまだまだ勉強不足で申しわけませんけども、当然今までのパパスであるとか他の施

設の手法について、当然のことながら状況を把握しながら、その手法が良いのかどうかというよう

な判断もしながら、内部で協議をして進めていきたいというふうに思いますので、全てが例えばパ
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パスの方式をすべて持ってくるだとかということではなくて。参考にはさせていただきたいなとい

うふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 全てがではなくて指定管理の算出基礎とするベースの仕方は施設でいろいろありますけども、按

分の直接的な経費、今言ったように光熱費等々はしっかりと算定の中の基礎データとしてやはりそ

れは用いながら、指定管理という手法の中で算出していって欲しい。これは当たり前のことだから

ね。そういった意味で、同じような手法でやらざるを得ないんだったら、やはり今後の中もその辺

はきっちりといろいろありましょうけども、算出の中に反映されるような、見えるような形でやっ

ぱり出していただかないと、全体の中の管理費ということで、今掲示になっていますから、そこは

やっぱり気をつけていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今、お話しいただきました部分、十分に把握しながら積算していきたいというふうに思いま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 また同じように関連で１つだけなんですけど、今の光熱費の関係で、実はきよ～るに観光協会に

業務委託をお願いしているんですが、観光協会自体の事務所がそこにあるということは、観光協会

自体は独立の団体で基本的にあるわけです。きよ～るの運営だけで業務を行っている組織ではない

ので。それからいくと私は家賃とは言いませんけど、光熱費関係の按分やその部分は、今もらって

はいないけど、その分を足して補助をしているという形になってしまうわけですよ。それらも含め

てきよ～るができた時点で、観光協会に管理を委託すると言った時点で、こういう形になったんだ

というふうに捉えますけども、現実としてよく考えてみると、その辺今後いろんな形で整理してい

かなければならない部分。あたかも観光協会のための施設ではなくて、あくまでも清里町の施設で

あり、そこに第３の外部団体が入って管理をお願いしている中だけ、すべてがきよ～るのためにし

ているわけではないということを踏まえて適正な管理運営を行っていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、企画政策課長。 

 



126 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 加藤議員のおっしゃられたように、その辺りも十分に組み入れながらやっていきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 予算で今、私が最初きよ～るの話しましてから、いろんな意見がたくさん出ましたけれども、今

加藤議員とか前中議員とかいろんな方が言った事も非常に大切だってことはわかる。うちの町の場

合は道の駅は札弦にあるんですよ。ただうちの町で一番人が集まって来る場所は現在きよ～るだと

思うんですよ。町の中にコミットもありますけれども、実際的に集まっているのは、きよ～るが主

体になっていると思うんですよ。夏になるといろんなイベントもやっているんですよ。早い話が清

里の道の駅は札弦だけど、うちの本町の道の駅ではないけども、集まる場所ともいうのはきよ～る

だというふうに考えている。今後焼酎事業もひっくるめていろんなイベントをやる中で、やはりあ

そこは主体になって動いていくんだろうなということは、町民の人も皆わかっていると思います。

ただそれを生かして本町の町の中の動線として、町の中の活性化。地域振興に今現在繋がっていな

いというふうに見えるんですよ。これを何とかきよ～るの力を借りて本町の街中の方まで何とか勢

いが取り戻せるような町づくりを行政が主体になってやっていくのが一番良いまちづくりに繋がっ

ていくのかなというふうに思うんですよ。それできよ～るだけが突出して、あの部分だけが一生懸

命頑張ってやっていても、本当に町の中がひっそりとしてしまって、人も歩いていないような町に

なると本当に侘しい。土日だけ、夏だけのイベントの町になってしまって意味がなくなる町になっ

てしまうのかなと思うんで。やはりここは早急的にまちの中心部もひっくるめて、きよ～ると相対

的にまちづくりを進めていけるようなそういう政策を行政が先陣を切ってやっていただきたいとい

うふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 きよ～るを立ち上げる時に私の方からも御説明させていただいたとおり、きよ～るそのものは外

から入ってくる人たちの交流施設であり、町内の若い親子やそういった方々も気軽に立ち寄ってゆ

っくりとくつろげる施設を目指しますという発言をしたかなというふうに思っております。いろん

な部分がございますけども、そういった部分では若い親子連れもたくさん来ていただいております

し、少しずつ観光客や移住定住に絡めた方々もお越しいただいております。 

ただ今、池下委員からもお話があった、その人たちを町にしっかりと点を線として動かした方が

いいというような部分につきましては御最もというふうに思っておりますし、今後商工振興の話題

の中で、振興計画やそういった多分も出て参りますけども、そういった商工の部分とのつながりを

含めて十分にその役割を担えるように、努力してまいりたいというふう思いますので、御理解をい

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） 

 次に移ります。 

４項庭園のまちづくり事業費・１目ふるさとの森づくり事業費。５７ページから５８ページ。 

堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 神の子池林道補修工事についてお伺いいたします。３２９万円が計上されておりますが、まずど

のような補修が計画されているのかというのがまず１点。それと神の子池は阿寒摩周国立公園に編

入されて、いろんな形で雑誌ですとかメディアに取り上げられて、非常に今注目されているところ

であります。恐らく今年度、次年度。どんどん観光客の入数も増えてくるんだろうと想像している

わけですが、この神の子池を清里町の宝と言うべき神の子池をどうやって守って、神秘的な神の子

池を守っていかなきゃならないかというのも、町の責任として発生してくるんだと思います。その

辺の考え方についてお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 林道の関係の３００何がしの費用でございますけれども、昨年度この費用につきましては、この

半分ぐらいだったかなというふうに認識しております。ここにつきましては砂利を入れて、砂利を

転圧して道路整備するというような事業でありまして、昨年は穴が開いていたり、道路の酷い所に

砂利を入れて転圧をしていた部分もございますけども、御案内のとおり、非常に観光客や来町者が

増え、神の子池にたくさん人が訪れいただいて車もたくさん通っているというような部分で、かな

り全般的に砂利を投入しなければならないという部分と転圧整理をしなければならないということ

で、この金額を計上させていただいたところでございます。 

後段おっしゃられた神の子池の全体の構想部分につきましては、後ほど商工費の中で、構想計画

を立てさせていただいておりますので、そのときにまた御説明をさせていただければというふうに

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい、わかりました。ふるさとの森づくり事業費の中で、自分としては、大型バスがどんどんど

んどん入ってくるような過度な整備は必要ないだろうなというふうに考えているところです。注目

度を浴びるとどんどんどんどんやっぱりお客さんが来ます。例えば、こうなるかはわかりませんけ

ども、美瑛町の青い池なんかは渋滞が起きるほどの観光客が訪れています。それが良いのか悪いの

かっていうところは、次の問題にはなるかと思いますけども、大事な神の子池を守っていくという

清里町としての柱というのはしっかりと持っていただきたいということ。それと道道ですが摩周中

標津線ですか。あそこの道道にぜひ駐車帯があればなというふうに考えるところですが、あそこは
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町道ではなく道道ですので、ぜひこれは道の方に要望していただいて、あそこに駐車帯。特に冬場

ですと冬でも、あそこに駐車してスノーシューで神の子池に行く人ですとか、そういう面も必ず少

なからずあるので、その辺の要望等もしていっていただければと、そのように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず前段の神の子池のあり方の関係でございますけども、後程そういった話もまた出るかもしれ

ませんけども、堀川委員のおっしゃるとおり、神の子池についてはあの自然環境そのものが良くて、

皆さん訪れている方が多いということだと思います。静けさや癒し。そういった五感で楽しむよう

な池、それを感じることができるというような部分であると思いますので、そういった部分を十分

に配慮するような、今後も守っていくような取り組みを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。 

後段おっしゃられた、道道の駐車帯の関係につきましては、道の方に幾度となく要望をしており

まして、道の方でも計画の１つに入っていただいておりまして、今年度についてはあそこの車の台

数でありますが調査に入っていただいていると聞いておりますので、引き続き道の方にも要請をし

てきたいというふうに思いますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。２目花と緑と交流のまちづくり事業費。５８ページから６０ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 国際交流事業費ということで国際交流推進事業補助であります。この国際交流推進事業というの

はどのようなものなのか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） 

 ただいまの質問でございます。国際交流事業費１０１万７千円計上させていただいているところ

でございます。これにつきましては、交換留学生。清里高等学校の交換留学生の受け入れに係る経

費、これを見込んでいるところでございます。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい、よろしいです。 
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○議長（田中誠君） 

 他、ありませんか。はい、勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ５９ページの都市農村交流事業に関してなんですけど、昨年から見ると５０万円以上減額になっ

ているんですよね。普通旅費が去年から見ると５０万円位減っているのかな。その部分でないかな

というふうに思うんですけど。審議資料の中にも、行く顔ぶれの人数だとかって変わってないんで

すよね。それがどうなったのかなということと、もう一つ昨年度、何回か僕質問しているんですよ

ね。もう少し何というか今まで長く鶴ヶ島との付き合いがあるんですけど、なかなか進展性が都市

農村交流ということでないなということで、そのときの返答が今後については相手とさらに踏み込

んだような形の中で話し合いをしていきたいということで答弁をいただいておりました。どういう

ような形の結果になったのかと言うことも併せて報告お願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず予算の減額につきましては、昨年度まで見ていましたＨＴＢのイチオシ祭りというイベント

に参加していたわけですけども、事業そのものがなくなりましたので、この分がなくなったことに

よる、その相当額減ということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 何回か質問しているんですけどね、この鶴ヶ島との関係なんですけど、今後その都市農村交流と

いうことで、どういう展開をしていくつもりですかということで、昨年度今年度は踏み込んだ形の

話し合いをして、そういうふうに取り組んでいきたいということだったんですよね。どういうふう

になったでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 すみません、こちらで話をしていて後の答弁が漏れてしまってすみません。まずどう言った都市

農村交流の話をしてきたかというと、前もちょっと話したかというふうに思うんですけども、鶴ヶ

島に直接行って鶴ヶ島の担当者ともよく話をさせていただきました。向こう側も今までのお付き合

い合いもあるし、そのまま継続的にお付き合いをさせていただきたい。ただなかなか硬直している

ような状況であります。今年度聞くところによりますと民生委員さんが鶴ヶ島の方に視察に行くと

いうようなことも聞いていますので観光交流だけではなくて、そういった福祉の交流でありますと
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か、そういったところも少しずつ視野に入れながらやっていければいいのかなというふうにも思っ

ておりますし、向こうが興味を持っているのは教育の部分もこちらから投げかけていて向こうも、

学校教育ではなくて社会教育やスポーツ少年団との交流とかそういうのはできないかなとかいうよ

うなご発言もいただいておりますし、この間大きな被害がございましたけども、こちらの方は非常

に安全な地帯であるのに関わらず、向こうは地震が多いということで、そういったこちらに避難所

と言ったら変ですけども、そういった部分はどうかというような部分は具体的にはなっていません

けれども、そういった話もしているような状況でございます。鶴ヶ島については、そういうような

状況でありまして、今回塚本伊勢太さんの関係については、総務課長から申し上げます。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 今、塚本伊勢太さんの話が出ました。塚本伊勢太さんついては本町の入植の始まりということで

ございますけども、３０年度に１２０年の記念を迎えることもありまして塚本伊勢太さんの繋がり

のある方を実はいろいろ探しました。そしてその方が見つかって、何か交流ができればということ

だったですけども、塚本さんに関わりのある方とは一応連絡は電話連絡は取れたんですけども、な

かなかもう今現在５代先とか離れているということもありまして、実はなかなかうまくいかなかっ

たという状況がございます。一応塚本さんとつながりのある方まで、たどりついて是非本来であれ

ば、１２０年の記念の式典時、来ていただけないかということも含めてお話をしたんですけど、な

かなか実はうまくいかなかったということで、御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今、教育の関係で向こうが興味を持っているというような形の答弁だったんですけど記憶により

ますと昨年私が質問して、その後前中議員が質問しているんですよね。その部分で向こう側の教育

の関係で子供の相互交流とかそういうことはどうなんだということで、教育長段階で打ち合わせし

たんですけど、人の交流は難しいだろうという返答だったんですよね。それがどういうふうに変わ

って、そういうふうになったのかなと思うんですけど。 

ただやみくもに今まで通り話を聞くには、僕は行っていませんからわかりませんけど、産業まつ

りに出向いていったらただの産業まつりの一コマだみたいな感じの部分のそういう感想で帰ってき

た人間もいたみたいです。その中で僕は去年も言ったんじゃないかなと思うんですけど、余り感触

のないところと、いつまでもそういう形で繋がっていても効果がないのであれば、もう少し縁のあ

る所ときちんと交流したらいかがですかという話を僕しましたよね。そういう物も含めて違うまた

展開が見えるのであればそれはそれでいいかなと思いますけど、事業取り組んでいるわけですから

きちんと成果の現れる形で取り組んでいただきたいなと、そのように思います。 
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○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 すみません、私の説明が言葉足らずだったわけですけども、教育の関係につきましては、学校教

育いわゆる学校の児童生徒の交流につきましてはやっぱり難しいというようなお話がございました。

ただ今申し上げました子どもたちの文化でありますとか、子供たちのスポーツでありますとか、そ

ういった部分についてはこちらも非常に涼しい気候ではありますし、是非社会教育的な立場の中で

体験をしてみたいというような興味は非常にありました。 

今勝又委員おっしゃられたとおり、なかなか１自治体の部分で固執する必要もないのではないか

というような御意見もいただいておりますので、それらも十分に含めて、今後の都市の交流の政策

の参考にさせていただきたいというふうに思いますので御理解させたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。はい、加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

今の都市農村交流で細かい話なんですけど鶴ヶ島以外で、何か事業見ているんだろうというので、

何なんでしょうか。会場を借り上げ料とかこの部分、イチオシ祭りはなくなったと言いながら、こ

の辺が出ているんですが、この辺についてはどういう交流関係の経費なんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ここの中の都市農村交流の事業費の部分で、大きくは鶴ヶ島祭り参加の部分と札幌で行われてお

りますオータムフェストが９月の第４週に行なわれておりますけども、これの参加の関係の費用で

ございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 オータムフェストもこれ結構経っているかと思うんですけど、その効果と内容とその方向につい

ては当面、同じような方向でやっていくということで捉えているのでしょうか。その辺の考え方。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 このオータムフェストにつきましても、札幌でかなりの大きなイベントということで、ＰＲ効果

やそういった部分が見込まれております。このオータムフェストも含めて、鶴ヶ島も含めて全体的

な部分、少しずつその都度その都度見直し検討加えているわけでありますけども、先ほど勝又委員

からもお話しいただいているとおり、そういった部分。引き続きしっかりと都市農村交流のあり方

について、引き続き検討してまいりたいというふうに思い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） 

 ここで２時４５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時３９分 

再開 午後 ２時４５分 

 

○議長（田中誠君） 

休憩を解いて会議を再開します。 

５項徴税費・１目徴税費、６０ページから６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ、次に移ります。 

６項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

７項選挙費・１目選挙管理委員会費６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

８項統計調査費・１目各種統計調査費、６２から６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

９項監査委員費・１目監査委員費、６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

質問がなければ次に移ります。ここで説明員交代となります。 

暫時休憩といたします。 

休憩 午後 2時４９分 

再開 午後 2時５１分 
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○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 １０項総合戦略費、１目総合戦略費６４ページから６７ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 清里応援事業費の中で、地域活性化推進事業補助。これが１００万円計上されていますが前年度

２００万円から１００万円に減っている。その理由をお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 質問の中身でございますけれども、清里のご当地グルメ等々を情報発信する事業でございまして、

昨年度よりも参加出店によるイベント事業が１つ減りました。今年度につきましては２つ札幌市に

おいて７月と９月に行われるイベントに参加する予定でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 移住定住促進事業費の６５ページになりますが、空き家対策事業業務委託料５０万。これ去年も

ちょっとあったんですけれども。もう一度お伺いいたします。この５０万はどこに支払われている

のかお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 本件につきましては、この空き家の対策をやっていただいております、観光協会の方に委託料と

して支払っています。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 この観光協会の方に５０万。空き家対策委託料として支払われているわけですけれども、実際こ

の空き家対策にこの５０万はどのように使われているかお伺いいたします。 
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○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 空き家を調査する部分の人件費が約１５万円。それからそれに関わる交通費が２万円。それから

この空き家をＰＲする宣伝費が２５万円、事務費が８万円で５０万円でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 実はこれ去年も同じように聞かせていただきました。その中で、さらにもう１歩踏み込んでいく

わけですけども。この５０万の予算、人件費も含めてですけれども、この予算に見合う効果が実際

あったのか。またその部分、検証を町としてできているのか。そこをお聞かせ下さい。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず現地調査をいたしまして、今までの空き家とどう変化しているか。新たな空き家、それから

もう既に空き家じゃない空き家等々を把握している部分。それからＰＲしている部分がございます。

さらには各種のシンポジウム等々にも参加させていただいて、その空き家の取り組みに対するノウ

ハウを学んでいるところでございます。今後ともこういったシンポジウム等々にも参加しながら空

き家バンクをどう進めていくかというような部分につきましても、検証しながら、事業をさらに効

果的にするようにＰＲしてまいりたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ＰＲに２５万円と先ほど聞いているんですけれども。ＰＲってどういうＰＲをしているんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 移住相談会へ運ぶパンフの作成でありますとか、雑誌等にこういう空き家バンクをやっています

よというような情報発信でありますとか、そういった雑誌だとか、そういったイベント等にＰＲ活

動をしております。 
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○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ＰＲの方はわかりました。要は私が何を言いたいのかということなんですが、実質よく町民の方々

に言われるんですが空き家がどこにあるのかよく解らないと。そんなのも含めましてホームページ

で空き家バンクを紹介しているわけですけれども、確かに成立した部分とかも載っています。ただ

ほとんどそんなに多分この１年間で新たにいろんなものが出てきたとかっていう更新がほとんどな

い状態なんですよね。売れましたってだけの話であって。だとすれば、町民の方からはあそこ空い

ているんじゃないの、ここ空いているんじゃない。実質、人が住んでいないから空き家ということ

になるんですけれども、空き家バンクとしてはその空き家が借られる状態になっているのを空き家

バンクに登録されているという形になる訳ですから、そこの部分が町民の方々と空き家バンクを運

営している側とで、多分感覚にずれがあるのかなと思っている状態なんです。この５０万円を使っ

た中で、先ほど課長もおっしゃられましたけど。調査をしている人件費もありますし、車の借入料

もありますし。そこが空いているのだけれども、中に荷物が入っているから空き家として使用でき

ないという調査とか、そういうことまでもろもろ全部できているのかどうなのか。  

もしできているのであれば本来空き家対策事業というものは、荷物が入っているから空き家とし

て貸し出せないんですという方々に対して、町のいろいろな住環境の事を説明して何とかなりませ

んかと交渉までしてもらうことが僕は必要だと思うんです。それが本来の意味での空き家対策にな

っていくのではないかなと思っているんですけど、その部分は町としてはどのようにお考えですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 空き家バンクの登録につきましては、申請の登録でありますので空き家を所有している方が申請

をしていただかないと登録的できないというような状況でございます。今、伊藤議員がおっしゃら

れているとおり、町の中にはいろいろ利活用できるような空き家があるわけでありまして、いろい

ろと議員各位の中からもそういった物の整理だとか、物の回収だとかそういった部分について、積

極的に町も取り込んだ方が良いのではないかというようなご意見もいただいております。開始につ

いては既に制度を設けさせていただきながら、その空き家の利活用について進めているわけでござ

いますし、中に入っている荷物の整理等々についてもなるべく早い段階でそういった部分の対応も

できるように、ただいま検討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いうふうに

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君） 

今課長からの答弁があったように、空き家の中に荷物が入っていて、それも今後いろいろ町とし

て行政としてどのような形で言葉が合っているかどうかわかりませんがお手伝いできるかとか、今

後検討していくという答弁いただいたわけですけれども。本当は後からやろうと思っていたんです

が、今課長の答弁の中で一つ、ん、と首を傾げたくなるところがありまして、空き家バンク自体が

あくまで空き家の持ち主からの登録申請だという言われ方をしてしまうと調査って何をしているん

ですかって話になるんですけど、その部分はその調査に対する人件費とかはどのようにお考えです

か。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 当然、調査をしながら、その所有者がわかった段階である程度空き家バンクに登録していただけ

ませんかというような声かけもしていただいておるのも現状でありますので、いろんな部分で、空

き家バンクに登録していただくことを増やしていくということが、もちろん一番の目的であります

ので調査をしながらもし所有者がわかれば、コンタクトが取れれば、そういった声かけもさせてい

ただいているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 この質問について最後にしますけれども、去年の実績で確か去年の予算委員会の中でも３件ほど

成立があったと言われていた記憶が残っているんですけども、実質平成３０年度はどれ位の空き家

の申請があって、またどれくらいの売買なりが何なりが成立したかという件数を。平成２９年度そ

の部分、もし分かっていれば教えて頂きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ２９年度の実績でありますけども、３件成立してございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 すみません、今僕の聞き方が悪かったのかわかりませんが。答弁漏れだなと思いましたけども成

立したのが何件かと申請された件数も何件あるのかと聞きたかったんですけれども。 
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○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ２９年度に登録申請の件数、今押さえておりませんけれども。今までの空き家バンクの登録件数

がすべてで２９件ございました。そのうち今年度の３件も含めて、既に１６件成立してございます。

ですから、その差っ引きが空き家として残っている数ということでご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今までの総体ではなくて、今データがないということなので、できれば平成２９年度１年間の中

で、新たに申請された空き家の件数を、今ではなくても構わないです。後程でも構わないので出し

ていただきたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この後すぐ調べさせて頂きます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 関連質疑になりますけどね、２９件のうち空き家、そして空き地という括りがあるんですけれど

も、空き地は何件あります。たぶん１１件だと思うんですよ。間違いありません。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 それはデータとしてはいいんですけども。この事業２６年から確か空き家バンク、僕も一般質問

でそういう絡みで始まって、観光協会にワンストップでこの空き家対策、根底の中には移住定住の

促進ということで、そう言っただけで空き家を探す。その前段として、ちょっと暮らしということ

で一戸建ての自宅を建てた経過があります。その中でこの空き家バンク。２６年から今までに２９

件です。でも１年目に大方の半数以上、確か１５～１６件かなありました。現実その２９件のうち

空き地もあるんですよね。実質その中で空き家というのは１０何戸しかない。そこら辺を踏まえた
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中で、この空き家対策は６年間５０万円の執行ですけども、結局は最初にかなり人道的に調査した

上でのデータを収集したかなと思うんですよ。その後なかなか相対もありますから空き家バンクの

登録が実態スムーズというか件数が上がっていない実態。 

今考えられるのは、伊藤議員がおっしゃったように空いてはいるんだけれども、中に内容物が、

実際のところ一番この空き家の実態を詳しく捉えているのは燃料業を営んでいる方。つぶさにやは

り空き家を認識しています。本町における空き家。そこをやはりどうするかというのを行政の１つ

の手法としてあるんであれば、そういうところを窓口にしなければならないんですけども、今すべ

て観光協会にこの空き家対策という形に６年間ずっと５０万で単純に２００万ですよ。増えていな

いんですよ。ここは何かとやっぱり検証しなきゃ。ＰＤＣＡサイクルの中で一生懸命やっているの

はわかりますけども、やはりそういった意味で実績が上がってないということは、やはりそこは何

らかの理由があると思うけれども、そこら辺の手法を行政としてもしっかりと検証していただきた

い。今私はこういう言い方で言いますけれども。そこを原課で押さえていますか。今その実態を。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 失礼いたしました。まず先程の伊藤議員の御質問でございますけども、今年度の登録件数であり

ますけども２件でございます。土地建物が１件と土地が１件でございます。 

それから前中議員の御質問でございますけども、土地につきましては物件として残っている土地

につきましては８件ということでございますし、今までのこの空き家バンク事業の実績等々を踏ま

えて、前中議員もお話されているとおり十分なかなか成果が件数的にも上がっていない部分もあり

ますので、十分に検証して行きながら空き家の利活用がさらに促されるように進めてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今指摘したいのは、その空き家対策バンクの事業を全て観光協会に委託しているわけですから、

やはりそこはワンストップで観光協会中で移住者とその空き家との連携がとれる、観光協会が窓口

で実施しているがゆえに、やはりそこはしっかりと今まで以上に発信はできると思いますから、そ

この動きと行政が別立てで、空き家バンクに対する支援。そこら辺の整合性どうするかという部分

をもう一度検討しながら、実のある空き家バンク対策を構築していってほしいなと思います。そん

な中で今回こういうような形で計上されていますけれども、もう一度しっかりと検証の作業を終え

て次年度以降の反映にしていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 十分検証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） 

 総合戦略事業費ということで、私ちょっと３点ばかり聞きたいことがあります。 

まず１点目。美しい村連合の関係でありますが、サイン設置工事請負費に関して、昨年もこの事

業に関しては１１８万というお金が出ておりまして、今年度は６０万なんですが、町の入り口に大

きな看板が設置されております。日本で最も美しい村、清里町というふうにあるんです。この問題

は実は先日の常任委員会でも河口議員が指摘されておりましたけど、私もあれを見てどうも何か変

じゃないかというふうに違和感がありまして、日本で最も美しい村連合に加盟したんですよね、う

ちの町は。であるならば、日本で最も美しい村じゃなくて、村連合加盟じゃないかなというふうに

私は思ったんですよ。そうしないと、アピールできていないんですよね、これ。どうもね、私何回

もあそこを通って見ながらなんでうち日本で最も美しい村、そして清里町。これ地元に住んでいる

私も変だなというふうに思うんですが、他町から来た人は、もっと変じゃなかろうというふうに受

け取れると思うんですが、今後この看板に関してこのままでいくのか、それとも何とかアピールす

るために変えていこうと思っているのか、その辺考え方をお聞かせいただければなというふうに思

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 日本で最も美しい村連合の入り口の看板の書き方というか。言葉だというふうに思うんですけど

も、他の加盟している市町村が取り組んでいる看板の字句というか、そういった部分についても基

本的にはああいったような字句を使っている部分がありますし、その連合からのいわゆる指示とい

うか一般的な取り扱いにつきましても、ああいうような形の看板をつけなさいというような形の中

でやらさせていただいているわけであります。 

前回、常任委員会で河口委員からもそういった御意見をいただきましたし、池下さんからもいた

だきました。十分に参考にさせていただきたいというふうに思いますけども、とりあえずはあの形

が、標準タイプと言ってはあれですけども、そういった部分でございますので基本的にはそのまま

に行きたいな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） 

 あれは連合の方からの１つの決まり事というふうにと捉えて、よその市町村、よその加盟してい
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る町とか村とかもみんなああいうふうな同じようなやり方でやっているというふうに捉えてよろし

いですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

私の認識の中ではそういうふうな認識を持っておりましたけども、また再度検証をして行きなが

ら、今言った御意見もいただいておりますので改めてまたそういった必要があるかどうかも確認を

していきたいなと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 その部分に関してはわかりました。次に６６ページの合宿支援補助ということで、１００万円出

ているんですが、東京大学の合宿誘致に関しての補助かなというふうに思うんですが、合宿という

事に関して数年前ですか、学習センター横の駐車場を当時専修大学が来るということで、あそこを

整備した経緯があります。あそこは駐車場として使っている部分がありますが、ロープを張って区

切って子どもたちがローラースケートとか乗っている部分も当初はありましたけれども、最近はほ

とんど見受けられることもなく、冬になると雪をあそこに堆積して、春になると補修工事もしなけ

ればならないということで経費もかかると思うんですが、それよりも専修大学が来ていない、あの

部分での合宿で使っているという経緯がほとんど見受けられないんですが、今後そういった合宿誘

致の部分に関して、あの部分をどうやって活用していくのか。それと東京大学のほかにも高校生中

学生いっぱい最近は合宿に来ておりますが、あの部分の活用というのは余り見られないかなという

ふうに思っているんですが、その辺に関してはどういうふうに考えておられるか、お聞きしたいと

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） 

 ただいまの質問でございます。プラネットの駐車場の一角を区切りました、多目的広場の利用活

用でございます。 

これにつきましては、平成２５年に一部を改良し、そして鎖等で区画を整備した中、ローラース

ケート等の利活用ということで合宿で一部使われた経緯がございます。現在は特に合宿で使われて

いるという実績はございません。具体的に使っているものといたしましては、プラネットで貸し出

しをしておりますローラースケート。それからバスケットのゴールが設置してございますので、そ

れでスリーオンスリーなどのバスケットの利用をしている状況でございます。また一部スケート少

年団におきましては、夏場のトレーニングということで利用しているのが現状でございます。 
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今後、合宿等という部分に起きまして、なかなか現状の施設の中では非常に利活用が難しいとい

うことも聞いておりますので、多目的広場を合宿という事に限った活用の仕方ではなく、地域の子

どもたちが中心となった活動の場という位置づけで考えてまいりた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） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 わかりました。毎年あそこに雪も堆積しておりますので、毎年のように経費はかかるのかなとい

うふうに思いますが、是非これからも上手な使い方をしていっていただきたいなと思います。 

それと３点目なんですが、６７ページの地方創生の深化のための推進事業費ということで、若者

交流活動支援事業費。これが８１万８千円つけられておりますが、都会に行って婚活しようとする

若い人たちの支援をしようという事業なのかなというふうに思うのですが、人口を増やそうと考え

た時に出向いて行くことばかりではなくて、我が町清里町でもこういった事業をやることが可能な

のか不可能なのか、その辺をちょっとお聞きしたいなというふうに思います。それと町長も執行方

針の中で交流・出会いの場を提供し、新たな人の流れを作り、人口増に向けた取り組みを推進して

いきたいというふうに述べておりますので、その辺の考え方を原課として、どういうふうに思って

いるのかお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画財政課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まさしくただ今、池下議員の方からお話だたいたとおりの内容でございまして、当然出会いの場

を広げたというような部分で清里町にもたくさんの若い男女の方々が来ていただいて、交流をして

いただいて願わくば仲良くなってご結婚までいっていただければいいのかなというふうにも思いま

すけど、そこまでいかないにしてもそういった交流がどんどん広がって行ければいいのかなという

ような部分の中で、清里町においても他町村の状況をいろいろと見させていただきながら、今回８

０万何がしの予算計上させていただきながら、そういった出会いの場をさせていただきたいという

ふうに思っております。 

今のところ実行委員会方式の形にしまして、商工会でありますとか農協の青年部でありますとか、

担い手協議会とかそういった既存の取り組み等々も含めながらそういったことも参考にさせていた

だきながら、もし連携が図れるのであれば連携も視野に入れながら、実のある若者の交流事業にし

ていきたいというふうに思っておりますので御協力いただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 今課長が答弁おっしゃるのを聞いていると、他町村の動向見ながらというようなお話しされてい

ますが、若い人たちの交流の場をつくることによって、結婚して子どもができるということが最大

限、人口増加のための政策かなというふうに思うんで、私は他町村の動向云々よりも、やはり自分

の町のことは自分の町で解決していくんだという気持ちをもった中でどんどんこういった事業を推

進していってほしいというふうに願っておりますので、ぜひ頑張ってやっていただきたいというふ

うに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 他町のことはという部分ももちろんそうでありますけれども、他町の部分もいろいろ勉強をさせ

ていただいたということでご理解をいただきたいというのと当然のことながら、今池下議員おっし

ゃられたように、町内の中でも若者が交流する場面がなかなかないということも聞いておりますの

で、ただ今申し上げましたとおり農協サイドでありますとか商工会サイドでありますとか、町の中

にもいろいろと男女の交流を導き出す組織等々もありますし、実際に事業を行っていることもあり

ますので、そういった部分も連携できるところは連携しながら、または拡大しながらより良い交流

の場になるように事業展開を図っていきたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。はい、加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 関連で力入れてぜひやっていただきたいなと思うんですが、実は前回の住民大会でも町長と若者

４人による懇談の中でも、この婚活と言いますか、出会いの場のまずはその前からのスタートだと。

こういう環境もあったわけです。 

そういう環境の中で、ぜひその今回開基１２０年、７５周年という記念する時に、自らが大々的

にイベントをやっぱり若者を中心にやっていただくと。課長の答弁の中には商工会と農協しか出て

こなかったんですけど、一番大切なここの役場もありますし、私はもっと福祉関係の女性の関係も

たくさんいる。男性もいる。こういう全町的な環境の中から、やっぱり清里に他町村から呼び込ん

で、この記念すべくイベント。確かに先ほどの前中君の質問の中にありましたけども、式典をやる

ことも大切ですけれども、実際に明日に向かってのこういう若者の事業展開にぜひとも補正を組み

見直してでも１度と言わず、夏でも冬でも、やっぱり継続的にある程度の原案ができればそれに支

援をしていくと。そういう場の努力、それが結果的に課長も先ほど言っていました、町並みが元気

になっていくよと。また人が集まってそうやっていく環境づくりのために、ぜひここの部分につい

ては年度内に補正を組むくらいの気持ちで、事業展開に推進していっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 只今、池下委員も加藤委員もお話ししていただいているとおり、この事業については現課サイド

の担当者も非常に張り切っておりますので、ぜひ前向きに取り組んでいきたいというふうにも思っ

ておりますし、お話いただいているとおり、これが単純に農協や商工会云々だけではなくて、全町

的な若者が交流できるように。そしてさらには町外からも女性等々が来ていただいて、そういった

交流の場が広がるように、ただイベントを１回ポンとするだけじゃなくて、それがどんどんつなが

って今やっていただいている組織への十分に波及できるようにやっていきたいというふうなことで、

引き続き御理解と御協力を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。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

さらに２点ほど私もございます。まず１点目ですが、６６ページになります。教育支援事業費の

中の高校生海外派遣研修事業補助１千６００万何がしなんですが、予算審議資料の２５ページにな

りますけれども、そちらの方の普通旅費ですね。そして引率職員１名旅費で５０万２千円。生徒４

０名及び引率教諭３名分。１千６００万なにがしになっているんですけれども、これ生徒のほう教

員も含めて一人当たりに換算しますと、だいたい３７万６千円。これ引率職員の場合は約５０万に

なっていて、その差額が１２万何がしあるわけなんですけれども、この部分というのは単に出張手

当とかそういうことで差がついているものなのかどうなのかお聞かせ願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 ただいまの高校生海外派遣研修の旅費の部分でございます。引率の職員につきましては、町の旅

費規定がございまして、日当支度金などが含まれますので生徒の分よりは高くなっているという状

況でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 わかりました。戻りますが６５ページ、住環境推進事業費の中の民間賃貸住宅建設促進事業補助

２千万というふうにありますけれども、当町の住環境かなり悪いという状況の中で、いろいろな民

間の力も活用したいということでこの事業昨年度から始めていますけれども、平成２９年度昨年度

の実績を教えていただきたいんですが。 
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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） 

 民間賃貸住宅の建設に関する補助に関しては、御存じのとおり平成２８年から定住される方の住

宅の選択を広めるために建設いたしました。平成２８年度につきましては１棟４戸の申請がありま

して建設されましたが、２９年度につきましては結果としては一件も建たなかった状態です。２８

年度の段階でもう１件事前協議がありましたが建設までは至らず、同じところから２９年について

もちょっと内容を変更した形での協議がございましたが、結果的には建設に至らなかったというこ

とでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ２８年度、棟４戸があったと。で、平成２９年度は申請に近いものがあったけれども、いろいろ

な精査していた中でこの事業にはのれなかったという意味に理解いたします。 

今度平成３０年度に予定と言いますか、見込みと言いますか。もちろんこれは予算書なのであれ

なんですけれども、今実質の部分で平成３０年度にまた前回できなかった業者ですとかまた違う業

者でもいいんですが、そういうようなお話等々があるのかどうか、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） 

 ２９年度に建設に至らなかった業者に関しては、建てたいという気持ちはあります。ですから３

０年度に関しても建てたい意向は示しておりました。もう１件２９年度中に１件問い合わせがござ

いまして、その方に関しては補助の内容を教えていただきたいという問い合わせが１件ございまし

た。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 ちなみになんですが、この議場の中で説明ができるかどうかわかりませんが、どうしてもその最

終的な形に至らなかった理由というのはここで聞けるのでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 
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○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 建設される側の実情ですが、やはり建てるに当たっての人員的配置だとかその辺の準備が整わな

かったというふうにお話の中では聞いております。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 一応予定と言いますかがあったということで少々安心している部分というか、ちょっとホッとは

しているんですが、先ほどの空き家バンクなんかもそうなんですけれども、清里町にとって一番の

本当の問題って人口減少ですね。要は課題としても人口増加を絶対的に考えていかなくてはいけな

いと。それが１丁目１番地だと私は思っています。 

その中で移住定住に関してもその空き家がなかなかない。もちろん町営住宅もいろいろ絡めてな

かなか入れない。特公賃住宅にしてみたらもういっぱいでなかなか入れない。ここの町に移住定住

したくても住む家がない。また逆にこの町で生まれ育ち若い子たちが結婚をしたいと。今、単身住

宅に入っています。でも、結婚することによって、単身住宅出なきゃいけない。そしたらどうする

か、結婚出来ないというのは凄く最悪な状況でございますし、となるとその子たちが今度結婚をす

るために他町村に行ってしまうという可能性も凄く含まれている。要はその移住定住してもらうの

も大切なんですけども、今いる町民たちが流出しないことも本当に考えていかなきゃいけない。そ

の部分ではこういう民間の力とかを使って住環境を良くしていくというのは、すごく重要なことだ

と思っているわけです。 

その中で実質あったとは言いますけども、いろいろな部分で建設には至らなかった。この金額の

部分も、審議資料を見れば１０件で２千万という予算の付け方だと思います。１件当たり２００万

ということで、かなり大きな額なんだなと私は思っていますけれども、他町村とかのそういうのを

見ると、もうちょっと出ている部分もちらほら散見されるかなと思っております。私たちの町は民

間住宅建設に対しても事業補助していますというだけの絵に描いた様な町にならないように、本当

に活用してもらって民間の住宅を建設してもらうんだということをきっちり検証しながら進めてい

かないと、ただやってますだけではなかなか難しい部分。目的を達成できない部分も出てくると思

いますので、その部分をいろいろ加味しながら、今後進めていただきたいなとそのように思ってお

ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 この事業の初めに当たりましては、補助金額についても御提示させていただいておりました、２

００万というのは１戸あたりの補助金額でございます。この事業を進めるにあたりまして、やはり

他町村のやっているところも参考にさせていただいて、そことほぼほぼ同程度の形での補助になっ

ているというふうに思っております。２８年度から３０年度までの事業として進んでいきますが、

３０年度につきましては、まだ始まって３年目ということもありますので、随時内容の変更という
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のは考えていなく、同じ形での補助の内容ということで、予算提案をさせていただいています。そ

の後３１年度以降のことは、私は申し上げられませんが、その時点で他にも移住定住に関する助成

というのは町で行っていますので、その辺のバランスともう既に２８年度に建てられている部分と

の不利益が生じない中での何かしら変更する点、もっと有効なものがあるのであれば、その辺は検

証していきたいなというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。次、堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ６６ページの教育支援事業費についてですが、この中には特別支援教育支援員配置事業というの

が入っているはずなんですが、今年度特別な支援を必要とする児童生徒への指導を充実させるため

ということで、特別支援教育支援員を小学校に２名配置する予定が残念ながら人員確保できず、１

名となっております。次年度に向けてその採用の見込みが立ったのかどうかをお伺いしたいと思い

ます。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいま御質問のございました、特別教育の支援員でございます。過日２月でございますが面接

等を行いまして、小学校中学校合わせて４名のところ３名の決定を見ているところでございます。

その後実は他町から問い合わせがございまして、ぜひ興味があるのでやりたいんだというお話をい

ただいているところでございます。しかしながらその方なかなか子育てをされているということで

学校に満度に通勤するのが難しいということで、若干条件が折り合いませんでしたので、採用まで

には至っておりません。よって現在１名の欠員の状態でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ４名のところ現在３名ということで残念ながら１名がまだ確保できないということですけども、

この支援事業自体、子どもの成長のために必要な大事な支援だと思います。この事業が行われなか

ったために、子供が不利益を受けるようなことがあっては絶対タメだと思いますので、そうならな

いために、今後採用に向けてまたしっかりした努力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） 

 現在１名欠員が出ております。平成２９年度現在も欠員が出ているわけでございますが、その補

助といたしまして２９年度より小学校に配置しております教育支援員がサポートに入りながら、ま

た他の教員でやりくりをしながら、サポートをしているところでございます。早急に人員を確保し
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てまいりますが、それまでの間はそのような形で支援を継続してまいりたいと考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい、別の案件で。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

６７ページの地方創生の深化のための推進事業。現在焼酎のリニューアルにかかわってくださっ

たクリエーターの皆さんが、新しい清里町のブランド力を高めるということで、ポスターの製作で

すとか新しい観光パンフレットの作成に携わってくれています。おそらくは今月か来月ぐらいには

完成してお披露目があるのではないかなというふうに予想するわけですけども、昨年末ですか、中

間報告会がありましていくらかは見せていただいたんですけども、非常に良い出来栄えだなという

ふうに感じております。完成が非常に楽しみなんですけども、その完成後のそれにかかる新しい情

報みたいなものがあったら教えていただきたいのと、この事業はポスターができ上がって終わり、

観光パンフレットができ上がって終わりではなくて、それをどうやって生かしていくか。どうやっ

て町民皆で応援して町を盛り上げていくかが非常に大事になってくると思いますので、その辺の町

民への周知、ＰＲなどもしっかりやっていただきたいということをお願いして現在の進捗状況等を

教えていただければと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず進捗状況の関係でございますけれども、今最終の色構成をしているところでありまして、あ

と何日かで製品になるのかなというふうに思っております。それを原版が上がって来ますので印刷

しているということで、年度内を目指して作業を進めているところでございます。 

今後の取り組みにつきましては、十分に成果品を町民の方々にお知らせする機会を設けるととも

に、当然のことながらホームページやいろいろな媒体を使いながらＰＲをしていきたいというのと、

それをいろんなイベントや行事等々にも十分に生かしながら、清里の魅力発信をしていきたいとい

うふうに思っております。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい、よろしいです。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。はい。質問がなければ次に。はい、加藤健次君。 
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○７番（加藤健次君） 

 関連的な感じなんですけど、そういう方でクリエーターにお願いをして進行しているわけですが、

もう１つ日本で最も美しい村。先ほど議題になりましたけれども、入って２年目。去年と今年、町

長の執行方針で全く変わらない環境の中で交流人口の増加等、経済効果を最終的に目的としていま

すよという表現は解るんですが、実際にこの加盟自治体やサポーター企業。この辺と具体的にどう

いうふうに取り組みをして行こうとしているのか。そして今、堀川君が質問したこのクリエーター

との戦略の中で出来てくるポスターやあるいは事業展開全て条件はものすごくあるわけですが、具

体的にそれがこれからの清里の経済効果にどうやって結びつけていこうとしているのか、ちょっと

考え方をお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

この日本で最も美しい村連合につきましては、当然のことながらお話をいただいたとおり、他の

加盟市町村が８０幾つございますんで、そういった加盟市町村とも連携を図っていきたいというふ

うに思っておりますし、日本で最も美しい村連合そのものの事業の中で大きな事業がございます。

例えば大きな旅行会社を使ってのツアーでありますとか、大きなカメラ会社、写真会社を使っての

事業でありますとか。道内の中の事業の中でも、そういった北海道内の美しい村をめぐる事業であ

ったり、スタンプラリーであったり、物産展であったり、そういった開催をする予定でございます。

そういった部分も十分に使っていただきながら、さらには今、加藤議員がおっしゃられたような、

ここに加盟している企業もありますので、企業等ともマッチングができるようなところがあれば、

それを生かしてやっていきたいというふうに思っておりますし、さらには今後行われる観光事業、

町で行われる観光事業だとかそういった部分についても、美しい村を全面的に出していくというよ

うな部分も必要ですので、いろんな場面や状況を踏まえて、美しい村を発信していくというような

部分を積極的にやってきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 一番最初入る時点から、非常にここにも２年間変わっていない、経過的な経済効果を生んでいき

ますよとこういう表現があるんですが、それが２カ年の予算の中で事業費という項目は一つもない

んですよ。基本的にこれ旅費や総会に出たりなんなりする経費、看板経費で終わりなんですよ。結

果的にこの段階でこういう形でＰＲしてきますよと言っても、そのことは本当に清里の経済効果に

なってくのか。去年３５０～３６０万ですので、結果的にいくとこれ５年間の更新がありますから

あれですけど、やはり１千万から、そういうお金が本当に有効に使われていくのかどうなのか。総

合的な展開をして無駄にならないように、一つこの辺の部分をきちっと、今言われたことを前へ向

けて実際にそのサポーター企業や町村との関係の中で本当に清里が言葉でなく具体的にこういう環

境ですよというクリエーターの今回の部分。焼酎の関係からずっとやってきている、これらを総合
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的に、ぜひその前に進める努力をしていただきたいというのが、まず１つです。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

加藤議員おっしゃられるとおり、それらが総合的にトータル的に町の魅力の発信それから交流人

口の増加につながればというふうに思っております。美しい村作りにしましてもブランディング事

業、グリーンツーリズムやホワイトツーリズム事業につきましても、清里の魅力を発信して町外か

らいろんな方々をお招きして、先ほどのお話ではないですけども、清里の若い人と交流していただ

いたり、願わくば清里に移住に繋げていければというふうに思っておりますので、こういったそれ

ぞれの美しい村やブランディングやそれぞれのカテゴリーをしっかりと繋ぎ合わせるような努力を

しながら、前に進めていきたいというふうに思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 その問題はわかりました。前へきちっと進めていただきたいと思います。 

もう１つ、６６ページの学校給食費の補助と出ているんですが、町長の執行方針の中で無料化と

いう表現なんですよ。補助と無料では非常に意味合いが違うので、この１つ私は結果として無料化

だろうという町長の思いはわかりますけども、ここでやっぱり、昨年の実績の中でも実際に補助を

受けなかった人というのはいないというふうに理解していますし、そういう環境の中では、これは

補助ではなくて政策としてきちっとしていく、そのことが事務事業の関係やいろんな形の中でいい

のかなと。あるいはあくまでも補助で行くというのであれば、町長の執行方針は訂正していただか

なければ。補助をしていきます。この辺どういうふうに今後捉えていくのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 まず給食費でございます。これは法律の中では保護者が負担するということになっております。

そのようなことから保護者の方が支払う分を全額補助をいたすというそのようなルールで進んでい

るわけでございまして、保護者の方が実質的な負担はゼロでございますので、そういう意味では、

無償化なのかなというふうな表現をしているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 
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○７番（加藤健次君） 

 あくまでもそういう形でいくとするならば、補助をきちっとしていきますという形に変えていく

べきだと思いますし、給食費は親が食べるんではなく子供が食べるんです。政策とするならば、所

得の差や環境にとらわれない、まちづくりと子供づくりのためには、無償化といった以上、きちっ

と制度として無償化にして、これが法律的に違反することは、私は特にないような気がするので、

この辺あるのかどうなのか、もう一度検討していただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 答弁する人がいないようでありますから、私の方から答弁をいたしますが。事業としては補助事

業でそして結果として無償化になるんですと。こういうことでありますので、御理解をたまわりた

いというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 町長そういうふうに言いますけれども、基本的に全員所得が受けられる助成が受けられる環境で

あればいいけれど、助成を受けるためには町の規定もございます。そういう環境に外れたときに、

親の問題で子どもが受けられないということのないように、そのことを十分に踏まえた中で事業展

開を進めていただきたいと、このように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 現在のルールの中で補助が受けられないという状況にはございませんので、今議員がおっしゃっ

たことを十分考慮しながら、今後も全員への補助ということで進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 いいですか。はい、教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 学校給食の制度といたしましては法でもって、その食材にかかる部分というのは保護者負担とい

うのは法の定めでございますけれども、まずそのいくら材料費としてかかるのかというのは、きち

っと明確にする必要がございます。その上でその材料費足りなければ、価格の改定もしていかなけ

ればならないということで、その入りとかかる経費とを明確にするという部分では、単に無償化に
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してしまいますと、そこが見えなくなってくる問題でもございます。そういったことで対外的にも

無償化と言っておりますけれども、金額的な部分。これだけの部分を町が補助していますというと

ころをきちっとこの予算書の中に表して保護者の方にも解っていただく。子供たちにもそういう町

の支援を受けながら自分たちが給食を受けているんだというところをきちんと解ることも必要とい

うふうに認識しておりますので、こういった方式を取らさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今の加藤議員の方からの関連になるんですが、多分聞きたかったことなのかなと思っているんで

すけれども、心配しているところが例えばあくまで子どもに対するサービスではないですけれども。

もそうなんですが、先ほど課長、答弁の中で保護者が支払わなければならない給食費に対する助成

という形ですよね。となれば、例えばその先ほど加藤議員もおっしゃられていましたけれども、町

の規定の中とかで例えば何かの滞納分ですとか、固定資産税でもいいですし税金でもいいですし、

健康保険でもなんでもいいのですが、何か保護者がそういうような形に陥っていた場合にはあくま

で子供に対する給食費ですが、今の答弁だと保護者に対する助成ということになるので、そこの部

分は大丈夫なんですかということを確認したかったのかなと思います。僕もちょっとその辺だけを

確認させていただきたいなと思いますが。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 この学校給食費の補助につきましては、清里町学校給食費補助金交付要綱。これを平成２９年２

月に定めてそれに基づいて実施をしております。その中で目的・対象等、いろいろ記載していると

ころでございますが、その中に例えば保護者の方が何か問題が生じて、例えば補助を打ち切るだと

かそのような条項を設けているものではございませんので、お子さんの給食費が補助されないとい

う状況にはございませんのでご理解いただきたいと思います。 

 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかよろしいですか。ここで説明員交代となります。質問漏れはありませんか。無ければここで

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時５４分 

再開 午後 ４時 ２分 
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○議長（田中誠君） 

 ３款民生費・１項社会福祉費・１目社会福祉総務費、６７ぺージから６９ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ６９ページ、社会福祉総務費の高齢者等の暖房費等支援補助について１５０万円の金額が出てお

りますが、この実質対象世帯何世帯にあるのか、まずお聞きしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 ただ今御質問いただきました、高齢者等の暖房費支援補助の対象者数としては、この事業始まっ

て以来２００世帯等を想定いたしまして予算を調整してまいりましたが、今年度におきましては周

知の方は努めて参りましたが、実質の申請者が１００名をちょっと超える程度という年が続いてま

いりましたので、予算の方は今年度より１５０万円の計上ということにさせていただきます。 

これまでもこの制度を知らなかったと言われることのないように、広報等を通じての周知、それ

から民生児童委員さん、それからホームヘルパーさんなどの支援が入っているとこは、そちらの方

を通じて周知に努めてまいりましたし、今後もそれは変わらず、努めてまいりたいと思っておりま

すので、予算の方については決算委員会においても、毎年予算に対して、執行額が少ないんではな

いかということで御意見もいただきましたので、実質的なところで設定をさせていただいたという

ところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 毎年２００世帯を対象にということなんだろうと思いますが、今私が聞いたのは実質的な対象世

帯というのは何世帯あるんでしょうかと聞いたんですが。わかりますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 実質的な世帯として２００若干切れるという程度ですけれども、２００程度あるもんですから、

ずっと満度に予算をとってきたところでしたけれども、もう何年もの間１００をちょっとという実

績が続いていましたので、そういうことで減額をさせていただきました。周知には変わらず努めて

まいりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 昨年の数字も２００万でしたし、２８年度の決算報告の中でも２００世帯中１０５世帯というこ
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とで実績が出ておりました。町は高齢者または弱者に対してこういった暖房費等だけではなくてさ

まざまな支援を行っております。ですが何事もこの申請制度ということで町民の方々は手続の問題、

若しくは知らなかったということで支援を受けられなかった方がたくさんおります。今課長も、今

後とも何とか一生懸命努力して皆さんに行き渡るようにというふうに、私も常任委員会等でもたま

にこの発言はしておりますが、今後ともぜひそういうふうな支援制度を皆さんに行き渡るように何

とかお願いしていってほしいなという思いがあります。今までのやり方ですと広報ともしくは口伝

えで、いろいろ周知活動はしておりますけども。さらに拡充していくためには、自治会等も通じた

中で何らかの方法で対象になる方のほとんどの方が支援を受けられるような努力を、今後ますます

していってほしいなというふうに思うんですが、いかんせん、最近個人情報の問題もありますので、

個人情報を流してどうのこうのということはなかなか難しいのかなというふうに思いますが、何と

かそこら辺も踏まえた上でこういった小さな町のところのこういった支援活動というのは、やはり

こういった町だからこそできる支援の方法というのが、あるのかなというふうに思いますんでこれ

からも優しさを持った中で推し進めていただきたいなというふうに思いますので、是非よろしくお

願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 この制度、福祉事業でありますので、年齢で一律に切るのではなくて、低収入層ということで事

業をさせていただきます。ここで１つ大きな問題でありまして収入を私どもが知ることはできませ

ん。２００人程といいましても、どこの誰がということは知り得ないわけです。ですから申請をい

ただくということであります。申請をいただいて収入の確認をさせていただくという同意があって、

初めて成り立つ事業だというところ、ここが一番辛いところです。池下議員がおっしゃっていると

ころと一番相違があるところはここなんですけれども、どうしてもそういう制度上の限界があるん

だというところは御理解をいただきたいなというふうに思います。 

ただ本当に知らなかったということは無いように、それは広報だけではなくて、民生児童委員さ

んなりを毎年のようにお願いをしています。３月にはラストスパートと言いますか、最後漏れがな

いようにということで民生委員さんにお声掛けをいただいたりしながら進めています。その時も民

政委員さんには誰が対象ですよという事は当然わからないですけれども、この対象となる年齢以上

の方。おひとり暮らしでも２人暮らしでも収入によって対象になる、ならないはありますけれども、

声掛けはいただいて何とかここまでやってきたということでございます。たぶん全く知らないよと

言う方はいらっしゃらないんじゃないかなというふうには思っておりますけど、引き続き色んな方

たちの御支援いただきながら、せっかくの事業ですから続けてまいりたいと思っています。御理解

をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 同じ行政の中にいても違う課の情報は余り入ってこないだろうし、わからない部分もたくさんあ

るのかなと思いますが、この支援の１万円というのは清里のプリペイドカードで確か渡しているは

ずなんですが、これを渡すことによって町中にも、そのお金が流れていくということを考えたらや

はり地域振興のためにも、こういった事をますます力を入れてやっていただきたいというふうに思

っていますので、よろしくお願いします。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 引き続きですね、御利用いただけるように努力してまいりますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 一点お聞きしたいと思いますが、６９ページの難病者支援扶助というのがありまして、その下に

も２つございますけれども、このことに対して該当者というのは、どのぐらいおられるのかわかり

ますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 この難病者支援事業の難病者等通院交通費扶助の対象となる方は特定疾患の受給者証のお持ちの

方、あるいは小児慢性疾患のお持ちの方。こういうことになるわけですけれども、これにつきまし

ては、これもどこの誰かということは町では把握できているわけではないんです。過去に申請いた

だいている方は当然わかっているわけですけども。この受給者証をお持ちの方については、保健所

管轄でありまして、保健所からいただいているデータですけども、約５０人ということになってご

ざいます。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２目障害者自立支援費、６９ページから７０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 ３目福祉サービス事業。７０ページから７１ページ。 

 質問がなければ次に移ります。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 ４目老人福祉費、７１ページから７３ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目国民年金事務費、７３ページから７４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２項児童福祉費・１目児童母子福祉費、７４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２目保育所費、７５から７６ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 今年度常勤保育士２名分の減額補正というのがあって、委員会に報告をされたところですが、次

年度に向けてその不足分の確保というのはできているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 予算上は、平成３０年度の予算計上は７人分の保育士を予算計上してございますが、実際確保で

きているのは４人になります。ただ今年度の保育の児童数でありますが、つい先週決定をしたとこ

ろでありますけれども、清里保育所におきまして、当初１歳児がおりませんで、２歳児が５名。３

歳児が１５名、４歳児が１４名、５歳児が２２名ということで、５６名ということで正職員２名と

常勤の４名の保育士で、当初スタート時点ではとりあえず充足しているということになります。今

後、当然ながら年度途中での入所の申し込みというのは予定されておりますので、保育士の確保に

向けて努力をしてまいりたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

現在も３名不足している状況ということなんですけども、保育の質の確保という面でも幼児の安

全の確保という面でも、ここら辺はしっかりと対応できる保育士の数というのをしっかりと確保し

ていただくように努力していただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（薗部充君） 

 はい、今後児童数が増えてくれば、それに対応した保育士が必要となりますので募集に努めてま

いりたいと思います。現時点では配慮が必要なお子さんに対する加配分も含めて、充足はしている

ということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 同じく７５ページの保育所費。臨時職員賃金ということで２千７７２万８千円上がっていますが、

まず今堀川議員の質問に対しての町長の課長の御答弁の中で、今現在の臨時保育士さんが７名と正

職の保育士さんが２名ということで理解してよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 説明が非常にまずかったところでお詫びいたしますけれど、今清里保育所についてのお話をさせ

ていただいていました。札弦保育所の方にも正職員１名と臨時の保育士２名いますけど、そちらの

方は３名体制プラス非常勤の保育士さんということで充足しておりますので、清里保育所というこ

とでお話進めさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。全体でということになります

と正職員は３名の臨時の常勤の保育士は６名で清里が４名、札弦が２名。こういうことになります。

正職員、清里保育所が２名。正職員、札弦保育所がは１名。常勤の臨時保育所、清里保育所が４名、

札弦保育所が２名です。先程言いました、３名の不足といいますか。予算計上は、清里保育所にお

いて臨時の保育士７名分も計上しているということで、今予算的にあと３名の確保が可能というこ

とになってございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 そうしたらもう一度確認しますが、全体の保育士さんの数が正職が３名、臨職が６名プラス３名

分の臨職さんの分のすべて合わせると９名分の賃金ということで２千７００万ということでよろし

いでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

この他に、この賃金は全ての臨時職員の賃金になっておりますが、これ以外にも賃金を予定して
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いるものはございます。非常勤で休日代替え等で支援をしていただいている、保育士さんの賃金も

ございますし、給食担当それから掃除を担当していただく方もございます。休日代替え用の保育士

さんとしては、清里保育所で２名分を確保してございます。２名分というのは常勤に換算して２名

分ということで、実際は９人ほどの方に支援をしていただいております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 そこでちょっとお伺いしますがこの正職３名分の給与関係費の総額が幾らになるかわかりますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 民生費においては計上されておりません。別セクションにおいて３名分の給与として１千４６８

万強の額が今年度３０年度予算されております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ３名で１千４６８万ということで、そこそこの金額だなと私は思います。町は少子化対策という

ことで子供たちもさまざまな補助を行っております。しかしそこで働く保育士さん・臨時の保育士

さんの待遇にこのような大きな差が出ている実態に、私は少し疑問があるんですが。これ課長に言

ってもなかなか難しい問題かなというふうに思いますが、私は臨時の保育士さんばかりでなく臨時

の職員さん。あちこちの部署でいろいろと探している実態を見た中で、なかなか人がいないという

のは金銭の問題で余りにも低額だと人がいないということなんですよ。正職を増やせるかと言った

らなかなか増やす状況にもない。その理由の１つとして今までは認定こども園の問題とか、さまざ

まな理由を掲げてこられました。しかしその認定こども園に対しても、今日河口議員が一般質問し

ましたが、全く先の見えない話であると。であるならば、正職を増やしてしっかりとやるのか。も

しくは臨時職員の給料をしっかりとしたベースの元に人員を確保していかないと、人は集まらない

というふうに私は思いますが、これをどういうふうに今後、解消していくのか。その辺考えをお聞

かせいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 ただいまの臨時職員の賃金の関係でございますが、資格職保育士さんにつきましても、資格職と
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いうことで、働いてもらっているわけでございますけども、月額賃金の方については、１７万円と

いうことで、新規１年目は日額雇用、前歴換算で毎年５年間ということで限度額を２０万円という

ふうに設定をさせていただいております。また月額の資格職の方につきましては、年２．５か月分

の手当を支給しているところであります。また日額職員の関係につきましては、資格職７千５００

円ということで、今のところ臨時職につきましてはこの金額によりまして、契約を結んでいるとこ

ろでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 もうすぐ４時半になりますから余りしつこくやりたくはありませんけれども、こういった資格を

持っている方がなかなかいないっていうのは解りますし、いても働ける環境にない方もいっぱいい

ます。ただ月額１７万円で資格を持っている。臨時で行く。でも仕事の内容は臨時も正職も何も変

わらないんですよ。責任のある仕事をしているんです。担任を持ったり、いろいろとやっているわ

けです。であるならば、しっかりと臨時職とは言え出すもの出していかないと。今後益々こういう

ふうな雇用の大事さ。これを考えた時に人員不足。それが子供たちに最終的には悪影響を及ぼすと。 

やっぱり中高の英語教論の今年人員を増やしましたが、底辺にある子供たちの教育をしっかりや

る上では、そういうところもしっかりと見直した上で、今後、町側も取り組んでいってほしいとい

うふうに私は思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 先ほど、大変失礼しました。答弁漏れがございました。臨時職員の総体的な賃金でございますけ

ども、現在午前中朝の質問にもございました、臨時職員の方に本町においては、かなり働いて貰っ

ているというところでございます。 

地方公務員法が改正によりまして平成３２年の４月から会計年度任用職員という制度が始まりま

す。それに向けまして、３０年度に例えば近隣町村の実態を見たり、賃金等の自分の所も含めて内

容等を精査して、今後検討を行っていく予定でございます。そして３１年度中に制度に係る条例等

で、今の予定では提案をしていきたいというふうに思っています。この会計年度職員制度におきま

しては、同一労働同一賃金の観点から、できるだけ一応、法律上では正規職員に近づけるようにと

いうようなことになっておりますので、今言ったとおり３０年度からその臨職の関係につきまして、

保育士だけではありません。他の臨職についても今言った制度が法律の改正によって始まっていき

ますので、その辺も含めまして臨時職員の賃金関係について見直しを含めて検討していきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 
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 ３目子育て支援センター費、７６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となりますが質問漏れはございますか。 

 

○議長（田中誠君） 

お諮りします。本日の会議はこれで延会といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり。） 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。従って、本日はこれで延会とすることに致します。明日は９時３０分から

の再開となります。ご苦労様でした。 

（午後 ４時３０分延会） 
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平成３０年第１回清里町議会定例会会議録（３月１４日） 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   森 本    宏  

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    選挙管理委員長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   宇 野    充 

    総 務 課 長   伊 藤  浩 幸 

    企 画 政 策 課 長   本 松  昭 仁 

    町 民 課 長   河 合  雄 司 

    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 

    保健福祉課参与      長 野  徹 也 

    産 業 建 設 課 長   藤 代  弘 輝 

焼 酎 醸 造 所 長     清 水  俊 行 

    出 納 室 長   熊 谷  雄 二 
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    教 育 長   岸 本  幸 雄 

    生 涯 学 習 課 長   原 田  賢 一 

    農業委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

    監査委員事務局長   溝 口  富 男 

    選挙管理委員会事務局長    伊 藤  浩 幸 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長   溝 口  富 男 

    主       査   寺 岡  輝 美 

 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   議案第２４号～議案第３０号（各会計予算案の質疑） 

 

●予算審議説明員補助者 

  総 務 課 総務Ｇ      主 幹  梅村百合子   主 査  吉本  淳 

        管財Ｇ      総括主査 吉田 正彦 

 

  企画政策課 まちづくりＧ   総括主査 水尾 和広   主 査  田中 誠之 

                 主 任  半澤  忍 

        地域振興Ｇ    主 幹  清田 憲弘   主 任  田巻 宏章 

                 主 任  平野 直人 

  町 民 課 町民生活Ｇ    主 幹  樫村 亨子   主 査  山嵜 孝英 

                 主 査  藤森 宏樹   主 査  横畠 敏樹 

        税務・収納Ｇ   総括主査 泉井 健志   主 査  圡井 泰宣 

  保健福祉課 福祉介護G    総括主査 阿部 真也   主 査  三浦 綾美 

                 主 査  原田  了 

       保健G      主 幹  進藤 和久   保健師長 武山 悦子 

        子ども子育てG  総括主査 鈴木由美子    

  産業建設課 産業振興G    主 幹  永野  宏   主 査  吉田 慎治 

        建設Ｇ      総括主査 吉田 正彦   主 査  酒井 隆広 

                 主 査  山本 卓司   主 査  荒  一喜 

  農業委員会          次 長  小林 正明 

  生涯教育課 学校教育Ｇ    総括主査 新輪 誠一   主 査  小泉めぐみ 

                 主 査  阿部由美子 

        社会教育Ｇ    主 幹  三浦  厚   主 査  武山雄一 

  焼酎醸造所          主 査  北川  実 

  消防清里分署         分署長  野呂田成人   庶務係長 君島 晴男 

予防係長 内野 智也   救急係長 小笠原明博 

警防係長 半澤 孝貴 
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開会 午前 ９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

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

より、議長において１番 伊藤忠之君、２番 堀川哲男君を指名いたします。 

 

●日程第２  議案第１８号～議案第２４号（各会計予算案の質疑） 

○議長（田中誠君） 

日程第2、平成３０年度各会計予算質疑を行います。昨日に引き続き予算質疑を行います。 

 昨日答弁が保留されていた件について、総務課長より報告があります。総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 昨日、池下議員の質問の関係におきまして答弁が保留の件につきまして、まずお答えをさしてい

ただきたいと思います。職員給与費の分の臨時職員。常勤的臨時職員の２５名のうち、１年以上の

雇用している者の数について御質問がございました。１年以上継続して雇用しているものにつきま

しては１７名。最も長期のものについては１０年でございます。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 続きまして昨日、加藤議員からの答弁につきまして資料等がなくてお答えできなかった事につい

て答弁させていただきます。緑の湯のほぐし屋さんの関係の利用実績でございます。ほぐし屋さん

の緑の湯における利用でございますけども、月平均利用者については３０人。約３０人というふう

に聞いてございます。パパスランドでも同じく、違う方が行っておりますけども、そちらの方につ

きましては月８０人ぐらいということで調べておりますので、答弁をさせていただきます。以上で

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 ４款衛生費・１項保健衛生費・１目保健衛生総務費、７６から７８ページ。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 清里診療所に対する支援２千万あるわけですが、昨年の実績報告、どのように受けられているの

か。 
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○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 決算が個人の収支になりますので暦年になります。ですからもう出てこなくてはいけない時期な

んですが、月例で打ち合わせをしているところでは、現場での集計ということで毎月概算報告を受

けているところですけれども、昨年については２千万の支援をしてもまだ尚コストの方が超過であ

ったというようなことで概算で伺っております。正式な確定申告等に使うような正式なものについ

てはいつかということについては、やはり３月１５日頃になるということで返事をいただいており

ますので、今月末の月例報告なりには見せていただけるものと思っておりますが、概算では支出の

超過ということで聞いております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 超過という部分は良いと思うんですが、基本的に前年度、そして昨年の中でその改善やその実態

内容、その部分についてはどのように把握をされている。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 状況については、外来の受診数であったりとか訪問診療、訪問看護であったり、あるいは予防接

種等のその他の保健事業というような事で、毎月づきの状況について報告をいただくとともに、い

ろんな工夫についてのところについては、報告は受けておりますが、長らく具体的には、ここでは

申し上げにくいですけど、そのようなことで毎月づきについて業務の実績とそれから力を入れてい

る点についてはお話はいただいてございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 ７８ページですが、今年からの新規の事業として、周産期医療支援事業負担金ということで１５

4万ほどが上がっていますが、斜網地域で唯一のお産が出来る病院の厚生病院を応援するという意

味合いの新規事業ということで、どのような経緯でこういう助成をするようになったのかというこ

とと、今後３１年度以降もこの助成金が続いていくのか。そしてどのような安心の体制がつくられ

るのか、どのような効果があるのかということをお伺いしたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 斜網地域の周産期医療に対する支援。これにつきましてはその目的については、今議員がおっし

ゃったとおりであります。斜網において今出産ができるのは網走厚生病院だけになりました。清里

町の方も多くは網走厚生病院、その他は北見市の病院ということになってございます。これにつき

ましては網走厚生病院への産婦人科医の派遣については、北海道大学の医局の方から医師の派遣が

なされているところですけれども、昨年来より新たな産婦人科の教授選が行われたりして、体制が

また変わるというところで新たに今後、産婦人科医としては網走厚生病院２名体制ですけど、この

２名体制を維持していけなければならないというようなことで、これが１人欠ければ１人では今の

産婦人科体制というのは１人では、まず守ることはできないと言われていますので、１人欠ければ

大変なことになると。何とか二人体制は維持しなくてはいけないというようなことで、網走市がリ

ーダーとなって１市４町で支援をしていこうということで、まずは１市４町から北海道厚生連の方

に支援をして、そこから北大の医学部の方に支援をするということで２名の確保とあわせて網走厚

生病院の産婦人科医の医療勤務体制の働きやすさと言いますか。待遇の維持向上ということで、直

接的な網走厚生病院への補助金。こういうようなことで始めております。本事業始めれば１年では

なくて、しばらく５年単位では続くものというふうに考えてございます。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 はい、よく解りました。妊婦さんが安心して妊娠して出産を迎えるという中では、なかなか網走

まではやはり４０分、４５分かかりますし、そういう面に置いて、妊婦さんが安心して妊娠を経過

していくと考えると、例えば、助産師さんを定期的に来てもらって定期的な検診を健康診断、妊婦

健診等してもらうっていうのはそのような事はなかなかできないような事なんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 産婦人科医にも増して助産師さんの数というのは少ないところがあります。妊婦の健康管理につ

きましては、国が主導で標準的な受診については費用助成をしてということになっておりまして、

１４回の受診については費用負担が要らない体制で行っておりますし、それに伴う超音波検査、こ

れも５回は国の制度において無料なんですが、我が町ではさらに５回町単独で超音波検査の無料券

を発行するなりして、経費的な負担の方は受診のしやすさ負担にならないようにということで、制

度的には整備をしているところです。助産師さんについては、なかなか難しい問題があるというの

と継続して同じ医療機関で経過を見ていただくということも重要かと思いますし、なかなか今現在

議員のおっしゃる対応というのが難しいかなというふうに考えてございます。 
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○２番（堀川哲男君） 

 はい、わかりました。 

 

○議長（田中誠君） 

 他、よろしいですか。はい、勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 １点だけお伺いします。７７ページ器具購入費。新規事業で備品の購入ということで電子カルテ

の更新を行うということになっています。８５０万というなかなかの高額な金額なんですけど、カ

ルテなんですけど、もう既に恐らくカルテは僕もかかったことがあるので、電子カルテみたいなも

のがあるような気がするんですけど、どのように更新していくんだということをお伺いしたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 今議員がおっしゃられたとおり、清里クリニックに対しましての診療所備品購入事業の支援であ

ります。清里クリニックには、平成２２年の１１月に電子カルテ、これが初めてでしたけれども電

子カルテ整備をいたしました。それから７年が経過して、今８年目になるところですけれどもこう

いった器具のライフサイクルの短さといいますか。一昨年から使い勝手が悪いということで相談を

受けていました。何とか更新ではない方法で使いやすく利用していただけないかなということで、

メーカーとの探ったりもしてきたところですけれども、一般的にはテーブルの書きかえ等で対応で

きるのかなということで検討させていただいたんですが、実は製造メーカー会社がこういった製品

を他者に売り渡したりということで、会社が変わっているということで、なかなかメンテナンスの

ところも思うように行かずということで、それとあわせて、やはりライフサイクルとして非常に短

いものなんです。もう７年８年経ちまますと陳腐化してくるというところもありまして、この度更

新の方法が一番いいだろうということで、更新ということで予算計上させていただいております。 

 

○６番（勝又武司君） 

 よろしいです。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目予防費、７８ページから７９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 
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 ３目各種医療対策費、７９ページから８０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ４目環境衛生費、８０ページから８１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５目保健福祉総合センター費、８１ぺージから８３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２項清掃費・１目清掃事業費、８３ページから８５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。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ８１ページの合同納骨塚の計画、実施されるということで、この関係で完成予定をいつ頃といい

ますか、使用開始をいつごろの予定をされているのか、あるいはそれに対する利用の仕方、利用状

況。当然のように条例の改正なり色々な整備をされないとならないと思うんですが、そういうこと

の関連を踏まえて、今現段階でどのような状態でどういうふうにいつごろから開始をしようとする

計画をされているのかお伺いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今御質問にありました整備の計画でございますが、現状では６月ぐらいに工事の発注をかけ

まして、秋ぐらいには完成させていきたいという形で考えているところでございます。それに伴い

まして、議員さんからもございました条例の整備。これをちょっとまだはっきりはしませんが、６

月、９月どちらかの時点で提案をさせていただくと。それまでには料金等の体系ですとか、使用の

体系。こちらの方を定めまして、また議会の方にも相談させていただきながら進めてまいりたいと

いうことということで考えてございます。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 
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○７番（加藤健次君） 

 正確な利用開始時期というのは定まっていないということですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 明確にはまだ決まっていないということです。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 そういう中で、是非希望的に言いますか、現段階で６月から工事をして秋口には出来る。そんな

に長期間から工事ではないと思いますし、そういう中ではいつごろを明年度からにするのか、年度

内に３０年度内のいつごろからに開始をするのか。この辺というのはどういうふうに捉えているの

か。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 今おっしゃられましたように、条例の定める時期というのもありますけれども、できるだけ早い

段階で開始できればということは考えていきたいと思っております。 

 

○議長（田中誠君） 

ここで、説明員交代となります。暫時休憩いたします。 

休憩 午前 ９時１８分 

再開 午前 ９時２０分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費 ８５ページから８６ページ。堀川哲男君。 

  

○２番（堀川哲男君） 

 農業委員会費ですが、毎年要望しているところですが、農業委員さんの待遇改善といいますか、

報酬の割に仕事がきついという事で、お願いをしているところですが、なかなか報酬の関係はいじ

るのは厳しいというお話は前回もお話されていますが、出来ることならば、その費用弁償ですとか

そちらのほうでっていうことで重ねてお願いをしたわけです。今回費用弁償については、昨年度か

ら４０万ほど減額されているということで、この部分は恐らくは道外研修分の減額なのかなという
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ふうには、理解しますけども報酬で改善できないならば費用弁償の方でというふうに考えますし、

またそれ以外にも会議の数ですとか、圃場の調査の数ですとか、その辺の改善ができるところがあ

れば改善していただきたいというお話をしたのですが、検討できているのでしょうか、お伺いしま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 農業委員さんの報酬につきましては、以前にも御質問いただいた関係上、定期的に調べさせてい

ただいております。直近で昨年調べた中でも、現在うちの報酬というのは管内におきまして上位の

方にある状況であります。これで報酬につきましては、そこそこの自治体で決められることですの

で、そこそこの自治体の考えだと思いますけど、この金額がどれくらいが妥当かと言うのは、やは

り全体的な部分で見なければならないという思いがありまして、定期的に調べさせていただいてい

ます。この部分で調べる作業というのはこれからも続けていきたいと思っていますし、この中で今

現在のところから下がるようなことがあれば、その時に対しましては改定のご提案をさせていただ

くこともあるかもしれないというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 農業委員さんの立場になりますとお金の問題よりも仕事の内容、出役の数その辺がやっぱり問題

になってきていると思いますので、その辺の改善も含めて今後ぜひ前に進めていていけるようにお

願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） 

 今後とも注意を払い調査の方を進めていきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目農業振興費、８６ページから８８ページ。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ８７ページの気象情報システム管理運営事業費なんですけど、継続という事でＮＴＴのドコモ環

境センサーによる情報提供ということで、このことについてなんですけど、うちはアメダスがなく

てという状況になっているわけで、緑にダムが出来るようなこともあって、いろいろダムが発電の
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工事を進めているわけでございます。その中でそういう部分を抱えているということで、いろいろ

当然ダムですから、大雨によるいろんな形の被害とかそういうものを含めまして気象の関係でそう

いうものをいち早くキャッチできる形のものというのは、当然必要ではないかなと思うんですよね。

ダムの部分も含めて、きちっとした気象の情報を察知できるような、アメダスの設置とかそういう

ようなことは捉えてやって行けないことなのかなとそのことで質問したいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ただ今の御質問ですが、気象観測につきましては平成２９年度から現在のＮＴＴドコモの環境ネ

ットワークサービスを活用いたしました。その以前につきましては、マメダスで町内６カ所のデー

タが集約できていた状態ですが、今現在はＮＴＴドコモの中継局に設置されたものしか使えません

ので、３カ所となってこの部分でデータ量がたぶん少なくなっているのは事実だと思います。もう

１つダムに関しましては、ダムはダム自体で観測施設がございます。そこで雨量等測っておりまし

て、小清水にあります中央管理署の方にデータが送られてくるようになっております。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ダムの方でそういう形のものがあるというのであれば、もう少し大きく解釈できるような形のそ

の気象のとり込みを出来るような形というのは、取っていけられないのかな。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ダム付近のデータにつきましては、小清水の中央管理所に問い合わせをすればデータは得られる

と思います。ただ今現在の２９年度で使っているドコモの環境ネットワークサービスについては現

在３カ所のみのデータしか収集できない状態だと思います。 

 

○６番（勝又武司君） 

 はい、わかりました。 

 

○議長（田中誠君） 

 無ければ次に移ります。 

 ３目畜産業費、８８ページから８９ページ。河口高君。 
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○３番（河口高君） 

 この畜産業費なんですが、３４９万９千円組まれていて、この中身見ますと追肥業務。これが一

番大きい、約半分ぐらいを占めていると思うんですが、実際これを利用している畜産業者の方から

のその他財源だと思うのですが、使用料が１４７万追肥の部分だけで１５０万。確かにここの部分

というのは環境を維持するということと、これをインフラとして考えるにはやっぱり維持するのに

必要なことなんだろうと思いますが、この畜舎。これ以上に、将来像をどう考えられているのかを

お聞きしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 牧場の活用に関しましては現実的に年々利用者数、頭数が減っている状況があります。その中で

今後の運営をどうしていくのかというのは毎年ＪＡとも今後の運営についてお話していますし、利

用者の方からも今後のことはどうなるのかというのも質問を受けているところで、その部分でも話

を進めているところでございます。ただ現実的にアンケートも取らさせていただいて、利用につい

て実施しているわけですけど、やはり数は減って頭数も減っているんですけれども、やはり必要だ

という意見がございます。そこで町といたしましては、正直申し上げて採算の取れる部分ではない

んですが、それを超えた上で必要とされるものであれば、今現在町で行っておりますので、継続し

てまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 まさしく、ここの環境の維持というのは非常に大事な事だろうと思いますので、面積とそこに牧

畜している頭数。この辺でこの全面積が必要なのかということについては、若干検討しなきゃいけ

ないところはあると思いますが、ここいった環境保全するということでは非常に大事な部分だと思

います。私はここの部分を、この牧畜以外に、例えば観光資源として利用する方法を、ぜひこれも

考えられるのか、あくまでも畜産業の場所しか使いませんというか、その辺はどういう解釈でこら

れているのかをお聞きします。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 牧場につきましては今全体で１０牧区あります、その中でこの追肥作業というのは、１から５牧

区。これは最小限ということで実施しております。それ以外では７牧区は現在土捨て場として活用

してまいります。今後とも頭数が増えなければ、新たな牧区の活用というのはないのですが、計画

的に使用がないとなれば、次の段階でどう今後使っていくかというのも考えなければない時期に来
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ているとは感じております。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 ぜひこの部分とまたここを利用するという部分。観光資源としてどう使えるのかなということで

勝手に出入りしてはまずいところなんでしょうけども冬についてはいろいろと今年もソリだとか、

そういうことで、どんな形かなということで使わせてもらいました。これを夏にどう生かせるのか

ということも検討の中にあるんですが、将来ここもそういう観光資源として使う方法もあるよとい

うことを、ぜひ検討していただきたいなと思いますので将来についてぜひ検討していただきたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 只今観光に生かすというような部分でありましたので、私のほうからもお答えをさせていただき

たいというふうに思います。今後の今の見通しの中で使われなくなるような地帯がでてくるという

ような部分では、当然あそこの一帯がパークゴルフ場でありキャンプ場でありさらには宇宙展望台

等清里町内の唯一の観光資源というふうな部分もございます。またさらには森林の再生というよう

な着目点もあるのかなというふうな部分もございますので、いろんな部分を勘案して今後検討する

材料かなというふうに思っておりますので、もう少々お時間をいただければというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

 ４目農地開発事業費、８９ページから９０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ５目道営整備事業費、９０ページ。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 緑ダムの関係。審議資料のこちらの方に細かい話なんですけど、旅費を町費で見ているわけです

が、これ基本的に畑地かんがい協議会が主体でやっていて、事務局清里ということですけども、こ

の部分については負担金を集めた中で、再度協議会から町に戻されるというふうに理解していいの

か。あるいはこの部分は町費でせざるを得ない分なのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 
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○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 発電に関しましては今後かかった費用は１市４町の負担によりご負担いただくという考えを思っ

ておりますが、３０年度の予算に関しまして札幌の２回というのは、研修的なものを想定しており

ますので、これは他の町村も参加されます。その中でこの部分に関しましては、当町の負担の部分

というふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 各町村が参加する研修部分だというふうにあっても、逆にこのダムで道営事業で、そういう事業

をするとするならば、その部分を含めた負担金の徴収の仕方をし、配布していくというのが事業的

展開の中では相応しいような気もするんですが。町村間の決め事ですし、その他の部分はいいです

が、事業展開として道営事業でやってくっていう部分については、きちっとした整理。実際にその

事業を展開してからですと言いながら、その展開はもうスタートをしているという解釈にもたちま

すし、本来の発電をするまで、そしたらそういう形なのかという部分もありますので。この辺協議

をひとつ重ねていっていただきたいと。このように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 今後発電にかかる費用負担について予定ですが４月の上旬に１市４町において、協議書の締結予

定をしております。その協議書に基づきまして今後係る費用については１市４町の負担をいただく

というような形で今後進めてまいります。 

  

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２項林業費・１目林業振興費から２目自然保護対策費まで一括質疑します。９１ページから９２

ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ここで、説明員交代となりますが質問漏れはありませんか。 

 

○議長（田中誠君） 

暫時休憩といたします。 
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休憩 午前１０時０５分 

再開 午前１０時０７分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費、９２～９３ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 商工振興費の９２ページ。商工振興計画策定業務委託料についてお伺いしますが、これは業務を

委託しないで、自分たちの町で何とか策定はできないものなのかなと思うんですが、その辺いかが

ですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 策定業務委託の関係でございますけれども、策定にかかります事務等々につきましては、商工会、

それから商店の方々。さらには関係者、町等々が一緒になって今後の商工振興に取り組むわけです

から、当然その取り組み主体というのは、ただ今申し上げましたような方々で今後の振興策につい

て取り組んでいくというような部分でございまして、もろもろの例えば現状の把握であるとか、そ

ういった部分のアンケート調査でありますとか。そういう取りまとめでありますとかそういった部

分につきまして、どうしてもやっぱり計画書の策定の補助的な部分が必要ということで判断させて

いただきましたので、そういったところにも支援をいただくということであります。ですからこの

策定に当たっては、当然主体となる部分については、今申し上げましたとおり、町全体で取り組ん

でいきますということを申し上げ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） 

 それはわからないでもないんですが、そもそも委託する前にこういった商工会、また商店街の方々

等を町がどの程度協議を行ったのか。そういう経緯がどのぐらいあるのかちょっとお伺いしたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

この策定に係る経緯につきましては当然のことながら今まで商工の対する支援策という、いわゆ

る前年度こういう事業をやっていたから、今年度もこうしましょうとかっていうような部分が毎年
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行われたわけで、基準となるものベースとなるものがなかなかないというような部分が１つ課題と

してございました。そういった部分においてベースとなるもの課題。ベースとなるもの基準となる

ものをしっかり作らなくてはだめだねっていう部分につきましては、もう何年も前からそういう話

をしていた部分でございます。 

さらには近々の状況の中で、平成２６年には小規模企業振興基本法が策定されてその中で町に対

する、行政に対する振興策をしっかりと明示なさいという規定も謳われておる状況も踏まえまして、

商工会にも、事務局レベルですけどもそういったことが必要ですねという確認をさせていただいて、

今回の運びとなったということでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 これ自分たちの町のことを自分たちがいろんな協議した上で何が問題なのか、何が課題なのか。

そして今後、何をしていかなきゃならないのかって、自分たちが一番解っているはずなんですよ。

それをこうやって外部の人たちに委託をして、外部の人たちは清里の町民の資質とか町の人の流れ

とか、わからないんですよ。そんな中で要するに業務を策定するための委託を出すというのは、ど

うもちょっと理解できないんですが。 

これは町の中の商店街の方々と実際に行政が本当にひざを突き合わせて、これからの商工業の町

の発展のために何が必要なのかという具体的な話し合いを、本当に時間をかけてやった上でやるっ

ていうんだったら理解もしますけども、まずはそこがベースになってやるということが先決だとい

うふうに私は思うんですが。それとやはり一番問題なのはやる気の問題だと思うんですが、実際に

行政側が幾ら一生懸命はっぱをかけても等の本人たちがやる気がないのであればどんな策定をして

もなかなか前に進めていくということは大変だと思うんですが、まずは前段でまちの人たちが本当

にそういう取り組みをするんだという心構えがないとだめだというふうに私は思いますが、その辺

はいかがでしょうか。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 議長。  

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

前段の話でありますけども、先ほども申し上げましたとおりこの現状の把握なり課題なりという

ような部分につきましても、委託会社にそれらを調査して委託会社にそれらを導き出してもらうの

ではなくて、現状把握なり課題なりというのは、それぞれの商店の方々や委員会みたいな形を設け

たいというふうにしておりますので、その委員会の中から、さらには先ほど池下議員の方からお話

がありました、なるべく各個店の方々とも膝を突き合わせたような、話し合いがどれだけできるか

ちょっとわかりませんけども、そういった生の声をしっかり聞いて現状の把握や課題を導き出して、
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それをどうしていくかということで進めていきたいというふうに思っておりますので、先ほど来か

ら申し上げていますとおり、この委託することについては、最終的な書類調査の部分の整理をして

いただいたり、書類をまとめてもらったりというような形になろうかなというふうに思っておりま

すので、実際に主体的にそういった計画をつくっていくのは先ほど来申し上げているとおり、各個

店の方々や商工会の方々、そして関係者、役場、町全体一体となってそういったものをつくってい

かなければならんかなというふうに思っとりますんで、ご理解いただきたいと思っておりますし、

後段おっしゃられた部分につきましても町、商工全体のことでありますので、商工業の方々、商工

会の方々と真剣になって取り組んでいくということでご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今の商工振興計画の件について、さらに質問させていただきたいと思うんですが、町長の執行方

針の中で謳われて商工振興計画の基本計画をつくりなさいという中で進んでいくんだということは

十分理解しております。その中で池下議員からもあったように、これが本当に生きた形の振興計画

になるんだろうかというところに疑問符を皆さん持っていることです。その中でどうやって進んで

いくのか。今、課長の方から生の声をしっかり聞いて業者、商店、商工会、町の行政側と一体とな

って作っていくんだよと。それに勝るものはないんだろうと思いますので、ぜひそういう進み方を

していただきたい。 

この商工振興のやはり基本はここの労働人口を見たときに、やっぱり生産ははるかに基幹産業の

農業が一番多い。だけれども３割トータルの就労人口の半分以上が３次産業にあるんですね。サー

ビス業で３０％ぐらい。主体部分の労働人口がやっぱり大きい。半分は、商業です。第三次産業で

占められているということは、全体の経済のパイは決して大きくはないけれども、そこで働いてい

る人たちがやはり大きいということは、ひとつのことが非常にやっぱりここの町の経済をそれをつ

くっている感覚的な感情的な部分だとか、いろんなことをたくさんつくっているんだろうと。豊か

だよと言う町がどうして豊かに感じないのかというのは、やはり半分の人口が商業の中にあって、

商業が活発でないというところにやっぱりそれがあるんだろうと思います。これはやっぱり立て直

す中で、計画というのは非常に大事です。大事だけど、その計画の立て方をぜひ今課長のおっしゃ

られたことが現実に生の声の中で生かしていただきたいと思うんです。 

その中でいわゆる基礎データというのは、非常に大事なんだろうと思うんですけども、残念なが

らですね清里町の商工会の事業評価。これはシステムとして評価にしても、素晴らしいんですよ。

全然問題ないですよね。この事業評価の数字、出てくる表示はここの町の商業はすばらしい数字が

出ている。例えばいろんな会合にしても何出席率にしても、もう１００近い数字が 出て何も問題

ない。この数字を見れば、何も問題ないんですよ。ところが現実にそこで営んでいる商業者は本当

にそうなんだろうか。やはりここに非常に多く温度差がある。これをどうやってこの温度差を埋め

るのかというのは、やっぱり他人事ではありませんけでれどもやっぱり行政側がそこら辺の知恵と

能力。それを持っている行政がしっかりとやっぱり引っ張っていっていただきたい。この辺は本当

にこれから徐々にということではなくて、すぐに手をつけなければならないことなんだろうと思い

ますんでぜひその辺は含めてやっていただきたいのと、商工振興要綱ですか、２７年度から２９年
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と今年度に切れて、その後も継続になるのかなと思いますけどもこの辺を含めてこの商工振興事業

実施要綱というのが、３０年度もずっと継続にあるのかということを含めて答弁お願いしたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 後段の要綱につきましては、２９年度はそのまま３０年度に移行されて、３０年度に切れるとい

うことになりますので商工振興計画と同時進行としまして、その中身も含めて見直して行ければい

いのかなというふうに思っておりますので、総体的に今の商工の現状、課題をしっかり把握して、

今河口議員がおっしゃられたような今までの各商工事業に対する振興策、そういった部分も当然見

直していかなければならないなのかなというふうに考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 ここで組まれている委託業務２９７万。むしろこれはもう少し欲しいなという事なんだろうと思

いますが、最後の３文字の委託料っていうのは、この部分はぜひ省いていただきたいなと思うんで

すね。そしたらいろんな形で広範囲に使っていけるんだろうと思いますし、商工会とも大分この辺

については話をしましたけれども、我々の何とかして欲しいという温度差がやっぱりあります。こ

れをどうやってやっぱり埋めて行くかということがやっぱり近々の課題なんだろうと思いますので、

課長十分にさっき生の声をしっかり聞くんだということをお聞きしましたので、これをぜひ我々も

いろんな形で協力できるものは協力しっかりと一緒にやっていきたいと思いますんで、ぜひこの部

分の委託の段階の前にぜひいろいろと結果なりその辺を教えていただきたいと思います。この委託

料を切ったらどうかというのが、僕が一番思っているところなんですが、その辺どう解析していた

だけますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この名称といいますか、この細目についてちょっと若干勘違いされる部分が、もしかしたらある

のかもしれませんけど、この名目についてはご勘弁をいただいてこのまま進めさせていただければ

いいのかなというふうにも思いますけれども、ですから策定に係る最終的なものにつきましては委

託をさせていただきます。実際の中身については基本的にはすべて町の方で進めますよということ

でご理解をいただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 すみません、今の点でというか関連でというか、さらに繋がっているんですけれども、もう一回

確認するんですけどもということはこの振興計画策定するのにあたっていろいろ商工業者にもいろ

いろ聞きながら先ほどもおっしやられていましたけども、生の声をしっかり聞いていくと、僕もと

ても大事なことだと思います。その中で皆さんがいろんな知恵を出し合ってまとまったデータを最

後委託して書類化してもらうっていう意味合いなんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

いろいろと計画に対して委託業務と町でもいくつか提案をさせていただいているとも思うんです

けども、基本的な流れは同じような形になるのかなというふうに思います。いわゆるデータなり、

データの集約なり、そういったものも当然のことながら委託業者にお願いする形なのかなというふ

うに思いますし、中心となる中身については当然先ほど来から申し上げている方々と中身について

は議論をしていくというような部分がございます。最終的にそれらを冊子にすると言いますか、そ

ういった部分については当然お願いをして行くのかなというふうに思いますので、事前調査や最終

的なまとめという部分につきましては業務を委託するということになりますから、全体的に業務委

託を組みますよということで申し上げさせていただいておりますけども、先ほど来から何回も申し

上げているとおり、実際にどういった振興策を組んでいくのかとか、そういった部分については、

当然のことながら先ほど来から申し上げている方々でしっかりと議論していくということで御理解

をいただきたいというふう思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 あんまり喋りたくなかったんですけど、これ今課長の答弁の中に町はいろいろとこの委託事業を

やってきましたと。それと同じようなことですよという表現があったんですよ。これっていうのは、

振り返ってみるとさくらの山の四阿作るとかっていう測量も委託。そして再生エネルギーに関する

関係も委託し、出た結果に対して本当にそれが忠実にやられてきたのか。私はそうではないと。 

ここで私はちょっと質問をしたいんですが、商工会の会員数構成員約１２２。職種にすると幅広

いと思うんですよ。今回の商工会この振興計画。商工会全体の振興策を言っているのか、あるいは

中央商店街のことだけを言っているのか。そうじゃないです、いろんな職種がある。すべての商工

会員のこれからのことに対して計画を立てるのか。これは非常にね、私は感覚の中で商工会という

と一瞬町の中と思っちゃうんです。でも構成員は１２０あるんです。この辺まずどこをポイントに

どういう形で計画を立てていくのかと、まずそこをお聞きします。 
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○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 私の答弁の伝え方が不備があったかなと思いますが、前段の業務委託の関係についてはすべての

業務委託ではなくて、例えば昨年町を観光振興計画を業務委託によって立てました。いわゆるそう

いた流れで現状を把握しての中でしっかりと関係者で委員会を立ち上げてしっかりともんで、最後

にまとめる。そういった流れについては同じですよという形でお伝えをさせていただいたところで

ございますので、まず御理解いただきたいというふうに思います。 

それから後段の部分につきましては、当然その商工振興計画でありますから商工全体であります。

ただその中で、やはりポイントとなる重点的に取り組まなければならないもの、全体的に取り組ま

なければならないものというのは、その議論の中で出て来るのかなというふうに思いますので全体

的に定める部分。それから重点的に取り組む部分。そういうことについては、すみ分けをしながら

しっかりとした計画を策定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。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 その部分から行くと前段つくりましたまち・ひと・しごとの部分と十分重複する部分って出てく

ると思うんですよ。そして、昨年の基本的に地域振興券の緊急経済対策をやってく中で、今年度は、

近々の課題として即展開していきますよと。そういう環境の中で、改めてここで計画してやってい

かないとならないという部分、その部分もあるでしょう。 

でも今年度近々としてやっていかないとならない事業展開をどうしていくのかということですよ。

緊急経済対策をしなければならないと言っておきながら、今までやっていたわくわく券の支援だっ

て増えてないわけでしょう。本当に商工計画振興していかないといけないと言いながら、待ったな

しだと言いながら、どういうふうにやっていくのか。計画がなければ出来ないじゃないでしょう。

計画も大切だけど、今すぐやらないとならないところ。そうしなければいろんな形で店終いしない

とならない事業を廃業せざるを得ない。いろんなことがきているわけでしょう。そして十分に話を

聞きますと言っていて、今から聞くんじゃなくてもう既に聞いていて緊急経済対策やなにかやった

わけでしょう。そしたら今何をやらないとならないのか。計画書は大切かもしませんけど、計画書

に沿ってとか計画書をつくるために費やす労力を実際問題、即事業展開していく努力。このことも

今年度冒頭に、その辺についてはどのように考えているんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 当然のことながら、今の商工会の現状を踏まえてこの計画つくる・つくらない、別に商工会会員
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の皆様や商工会と近々の協議をなるべく早い段階でしなければならないというふうに思っておりま

すので、このことにつきましても計画とあわせて、進めていくという部分は変わらないわけであり

ます。そういった中で近々に取り組むべきこと、それから重点的に取り組むべきこと、全体的に取

り組むべきこと。そういったものをしっかりと押さえなければならないというところもありますの

で、そういった部分でなるべく早い段階で当然のことながら、議論はしていきますので、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） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

ですから言葉でなくて、去年の暮れに緊急経済対策であって、３０年度から真剣にやってきます

よと言ったわけですよ。そしたら予算の中で事業展開の中で３０年度はここにポイントを置いたん

ですっていう部分はどこなんですか、そしたら。 

それと私も河口議員でないですけども、この最後の３文字ですね。委託をする委託費。委託費に

する前に、まずはこの金額を今年度の商工事業に上乗せをして計画書をつくるまでに、その後にに

っちもさっちもいかなくなったら終わりですよ。それともう１つは大きな商工事業は大切なんだけ

れども、このままの状態で軍団を組んで本当に守り抜いていけるのか。ポイントを得てこの町に住

む人のために最低限守っていかなければならない環境。そういうものもあわせてすべてに本当に力

を注いでいけるのか。ポイントポイントにやっぱり力を入れざるを得ないのか。この辺をこの計画

をやるというんだったらその辺も十分に踏まえて、本当に町として行政として、町長の言う住んで

よかったという町のために、住み続けるために最低限絶対なくしてはならない、守らなければなら

ないそれぞれの職質や環境をどうして行くのか。それぞれの清里・札弦・緑。どういう展開をして

いくのかと。この部分計画書倒れにしないで前へ進めていただきたいと。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 今各委員さんから貴重なご意見をいただいて、まずは今疲弊した商店街等々、商工業等々をこれ

からどういうふうにするのかという、まさにそれも計画書でございます。全国的な問題でもあるか

と思いますが、我が町におきましては、皆さんいろいろ賛否両論ある中、緊急経済対策もさせてい

ただきましたけれども、今まさに加藤委員さんもおっしゃった意見も踏まえて１回立ち戻って、こ

の清里町の商工業、どういうふうにするのか。冷静な考えの中で、皆さんのご意見を聞きながらま

とめていこうと言うのがこの計画書でございますので、その辺をご理解いただいて一回この清里町

の商工業を今後どういうふうにするのか、落ち着いた中で皆さんの意見を聞きながら各方面、もち

ろん消費者の意見も聞かなければいけませんし、議員さんの意見も聞かなければいけませんし、商

工業の皆さんの生の声も聞かなければいけないし商工会の皆さんの意見も聞かなきゃいけないし。

いろんな多方面の意見を聞きながら、１回まとめてみましょうというのが、この計画書でございま

すので御理解いただきたいと思います。 
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○７番（加藤健次君） 

 はい。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 私の性格上、声が大きくなり申し訳ありませんでした。だけども基本的に副町長今そういう答弁

しましたけど、それはまち・ひと・しごとで十分計画を練っていないんですか。そういうものを踏

まえた時にその内容と全く変わらないような、ちょっと変わったものくらいでは意味がない。みん

なそういうところを危惧しているんですよ。そういう外部に委託してできた形よりもやはり実際に

中身を即使った方がいいのではないんですか。予算はこのまま認めます。だけど委託費という項目

は外しなさい。 

 

○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 この委託料というのは我が町でできない部分、例えば印刷製本なり、その資料のまとめなりそれ

を委託して業者さんにまとめてもらうということでございますので、その辺をご理解いただきたい

と思います。それでなければ一つ一つ印刷製本費、調査費だというのがありますので、商工振興計

画策定業務委託料ということで、ひっくるめて委託。その内容につきましては先ほど申し上げまし

たとおり、皆さんでつくり上げていくということでございますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今の各議員からの指摘の中で、それと今副町長からのお話を聞いた中で、議員、あるいは執行者

側の町、そして関係する消費者、商工会のお話を聞きながら、本町の商工振興策をどうするんだ。

そういう議論で終始した説明かなと思います。 

ただ昨年の１２月の臨時議会。本町における緊急経済対策という中で対峙する商工会等々のつぶ

さな要望の中で今回可決されて緊急経済対策を打ちました。そして、年が明けてそれなりの効果が

ある部分とない部分。確かにあると思います。それともう１つ商工会の組織もまた体制が変わると

聞いております。そういった中でやはりそこはしっかりとした体制ができた中でのこの振興計画の

協議に入っていくのかなと思います。そうなるとやはりどう言ったものをつくるのか。これはやは

り時間がかかると思います。ただその中で本町５カ年のローリングの年で後期計画、この中にある

程度の商工業の基礎的な調査データ確かにありますし、まち・ひと・しごとの中のその経済におけ
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る動向もしっかりと大まかな数字ですけれども確かにわかります。あと委員の方からも、各個店の

経営の体制。今後５年１０年の中で事業承継をする個店もあるでしょう。あるいは５年１０年の中

で廃業を考えている方もおられるでしょう。そしてもう１つ、ここは１つ大変重要なところで緑と

札弦、閉校後に伴うその人口動態の推移とそこに居られる人たちの買い物に対する対応の仕方。こ

こは常々町長も公共財としての商店を守るんだという意気込みもある中で、そこはやはりしっかり

と時間をかけて練るというかな、計画を立てる。ＰＤＣＡから言えば、プランが先行しますけども、

やはり今各委員が言われたようにその調査。ここはやはり現場に出向きながらつぶさな個店の意向

をどうリサーチして把握するか。そうなるとやはり時間がかかると思います。ただしそれにも職員

の人件費とは言いませんけども、そういった部分の対応。それをすべて丸抱えでコンサルタントに

アウトソーシングすれば、確かに楽ですよ。でもそこはこの問題本当に重点的に課題として捉える

のであれば、やはり職員が泥となって現場に出向きながら、この策定の中でいい方向を立案し、そ

して腹を持って行政が執行するという形でやっていただくのがいいのかなと思います。 

なかなかこの部分、商工振興策これといって打開策はないですけども、その辺を重々考慮した中

で、この２９７万ですか。この対応の仕方は重々慎重に予算執行していただくことを切に願って、

私の意見といいますか。本来であれば定例会の中で質疑したい部分もありましたけども、こういっ

た形で今発言させていただきました。そういったことを重々踏まえた中で、この予算計画まだ他に

も述べたいこともありますけれども、今その部分だけ話したいと思いますので、そこら辺の感覚、

どうとらえるか。町長の方でもいいですけれども。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 それぞれ各議員さんより、議論をいただいているところでありますが、先ほども副町長の方から

申し上げましたとおり今回の商工振興計画というのは、全体的な町の商工振興のあり方をどう探っ

ていくかという、本当に岐路に立っている現状を踏まえた中で、ここの部分の整理をしていきたい

ということであります。特にその中でも今回提案をさせていただきました業務委託料の関係につき

ましては、基礎データを集めるためのアンケート調査なり、それを集計をしたいと。またそれをさ

らにですね、ただアンケートを取っただけではなくて、分析評価をしていかなければならないと。

そういうふうになると、特殊能力がある程度要するわけでありますから、やはりそういう専門の業

者にそういうクロス集計の分析の仕方をやっていただかなければならないと。そういう部分があり

ますので、基本的にそういう部分に限って業務委託をしていきたいということでありまして、計画

本体の策定にあたってはその集計に基づいて、個々の御意見を聞いた中で具体的な振興計画解とし

て、まとめを入っていきたいというようなことでございますので、重々御承知おきをいただきたい

というふうに思いますし、またその計画の中では、最終的にはどういうふうなまとめになっていく

か、これから各御意見を聞きながら、進めていきます。当然札弦地区における商工のあり方。また

緑地区の今１件しかないですね、小売店をどうしていくのか。当然そういう部分も将来計画とする

中でどう扱っていくかという部分も含めて計画ができ上がっていくのかなというふうにも思ってい

るところでありますんで全体の清里町の商工振興のあり方について今回改めてこの計画の中に総括

的に集約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
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います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 １つ先ほど質問して、いろいろな意見聞きました。副町長の言われたきちんと製本をしなければ

ならない、これは全く議論の中じゃないんだと思います。大事な部分はマーケティングなんです、

ここの町４千人の町の中のマーケティングをどうするか。その中にどういう需用があるかというこ

とが大事です。このマーケティングはそこにある需要の潜在需要をどうやって健在需要に持ってい

くか、自分のところでどう受け入れられるのかということだけのことなんです。何も難しいことじ

ゃない。これは４千人の中の町長が言われたデータを作る取る。これが大事なんですね。どんなデ

ータが欲しいんだということは、はっきりしているんです。４千人の中でどんな消費があるかとい

うことだけなんですね。それが地元で消費できる構造が、この商店街で受け入れ体制ができるかと、

これだけしかない。単純なことなんです。マーケティングをきちんと資料化する。これだけのこと

なのできちんとした資料をつくることが目的ではなくて、４千人の中の消費。このデータをまとめ

るんだということをしっかりやっていただきたい。結論ははっきりしているんです。ここの町の４

千人でこの消費を受け入れできるかと、これだけのことなんですね。これが無理なことだったらそ

れはそこの部門は諦めればいい。自分たちでできる部分はいろんな財政措置しながらでも、何とか

これを将来に使えるんだっていう部分。これをしっかりと組み立てればいいんだろうと思いますの

で、是非その辺の中にきちんとしたマーケティングっていう感覚をぜひ持っていただいて進んでい

ただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただ今そのマーケティング関係含めて、先ほど町長も答弁したとおりですね、そういった町では

なかなか集約できない部分につきまして、重点的に業務委託するということでありますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 全体的な中で振興対策ということで考えた中で、この計画案の立案という大きなくくりの中で理

解できる部分もありますけれども、やはり何と言うかな。もし自分の経営であるならば、事業計画

なりがやはり経営者自ら立案して５年後の形というのはやはり本来であれば、そういう形で渡すよ

うにしますけれども。そういう感覚意識に立つんであれば、やはり現場の中でこの計画、僕はでき

ると思います。観光振興計画、あるいは大きな子ども子育て計画、大変難しい計画。いろいろ出し
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ておりますけども、本当につぶさな計画を練るんであれば、この商工振興やはり現地を歩き、出向

きながら計画立案する。ここの部分はこれ以上申しませんけども、細かい部分ではないですけども、

そういった意味の中でこの中にコミュニティーセンター建設資金償還。これも恐らく３０年度をも

って償還、全て完済かなと思います。この後のこの部分の財源が今後の３１年以降の中で、どう活

用されるか。本来はここの部分もこの商工振興対策の要綱の中にどう反映する。そういったところ

も総体的に立案考えるのであれば、しっかりと時間をかけて今年度中とは僕は言いません。次年度

に向けてこの委託費用を執行するんだ、そういう気持ちの中でやれることはやる、ただし近々的に

対策が必要な部分。ここはやはり調査、現場に出向いた中で本当に出来る物がある、出来ない。そ

ういう判断をしながら、振興対策事業をつぶさに打っていかなければならないのではないかな。そ

こら辺も踏まえて、コミュニティーセンター建設資金償還、これは今年３０年の償還ですべて完済

ということは間違いないのかどうか。そして今後の動き。その辺もあわせて説明願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 前中議員の方からお話がありました償還につきましては３０年度で償還終了でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 こういう中でその計画の話をしていながら、私はまた戻りますけども、緊急経済対策をやって来

年から真剣にやりますよとこれは出発点ですよと言って、商工振興対策費。この部分が何も変わっ

てないんですよ、項目も何も。むしろ金額的には下がっているんですよ。緊急経済対策をやって、

去年で終わる話でなくて、毎年そしたら緊急経済対策をやっていくんですかという話には、私はも

うあり得ないことだというふうに思うんです。抜本的にその部分をしていこうとしたらですね、少

なくともこの商品券事業や出しているわくわく券。こういう関係がどこに今年度、町は行政はウエ

イトを置いて事業展開を商工事業にして行こうとしているのか。 

まずは今年は計画作るだけで終わりなんですか。何ぼ良い計画ができたってその計画に外部から

言われたことでやっていくんじゃ意味がないんですよ。本当に立て直そうとするのなら、昨年から

今まできた中で大変だと言って緊急経済対策やったわけでしょう。そしたらその商工対策費、昨年

度項目も変わらなければむしろ減っているわけですよ。これはいろんなことがあるからでしょうけ

ど。だけど新しい事業展開も何もなしに言葉だけで前に進んでいる時代はもう終わりですよ。そし

てさっきも言いましたけど、本当に生活を守っていくための最低限の行政の支援はどうしてくのか。

これを即やっていかないとだめだと思いますよ。そういう意味で今年度、どういうところに商工事

業に力を入れていこうとしてんですか、町は。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 
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○企画政策課長（本松昭仁君） 

 平成３０年度の事業の予定でありますけども、大きく分けて商店街のそれぞれの振興対策の事業

があるわけでありますけども、中元セールでありますとかプレミアム商品券。それらにつきまして

は継続的にさせていただきますし、いわゆる商店街を１つのイベント会場として行うような、新規

事業も取り組む予定であります。そういった部分につきましては、１つ２つと新規事業も取り入れ

ながらやっていく。それにつきましては商工会とのお話合いの中で町も補助していくというような

形でございます。近々にやらなければならない事業等々につきましては当然その計画の中で、先ほ

どから申し上げているとおりある程度のスパンでやる事業、それから緊急的にやらなければならな

い事業というのは当然出てくるわけですから、それらについては機を逸しないうちになるべく早い

段階で事業展開をできるというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいというふうに思

っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

それであれば、言われた今年のそういう事業を展開しますよという、予算なしで出来るというこ

となんですか。その予算は商工振興対策ではなくて、他の部分で見ているということなんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 今回計画を立てながら、そういった作業をどんどん進めていくわけであります。基本的には３０

年度、計画を立てて通常であれば３１年度からというような形になろうかなというのが、通常であ

りますけども、状況により場合によっては当然のことながらそういった補正なりという事もあり得

るのかなということにもなるかもしれません。ですけどもそういった部分を先ほど副町長からも申

し上げているとおり、しっかりと冷静になってそれぞれの意見をしっかりと集約をして何がどう必

要なのかということをしっかりと捉えながら、そして本当に緊急的に本当に必要であれば、そうい

った今言ったことも、もしかしたらあり得るのかなというふうに思っておりますので、そういった

先ほど申し上げているとおり機を逸しないでしっかりとやってきたいというふうに思っております。 

 

○７番（加藤健次君） 

 私が聞いているのは、課長。今課長が緊急的に２つぐらい今年度やりますよと言ったわけですか

ら、そのやるって言ったことに関して、その予算はかからないのか。あるいはこの商工振興費に予

算が上がっていないけど、それはどこで見ているんですかというお尋ねですよ。さっきは今年度す

ると言ったわけでしょう。それには予算がかからないという事業展開で良いですね、そこを聞いて

いたんですよ。聞いている内容に答えて下さい。 
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○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず３０年度の事業の中身でございますけども、商工会から示していただいて、町が補助してい

く事業の関係でありますけども、新しい事業として散歩でコミットというような事業がございます。

この事業につきましては、今申し上げたとおり商店街を１つのエリアとして、各個店がそのなんと

言うんですかね。斜里でやられているふらっとナイトという事業がありましたけども、あれとは全

く同じということではないですけれども、なんとなくああいう感じの要は１つのエリアを一つのイ

ベント会場として、各個店が協力しながら事業を実施していくというような事業が新規事業であり

ますし、にぎわい祭りにつきましても、今まで焼酎工場の前のふれあい広場でやっていたかなとい

うふうに思うんですけども、その事業を一新して商店街を中心に場所について駐車場とかいろんな

問題があるので確定的なことは申し上げられませんけども、そういった部分でリニューアルをして

いくような形の部分が新たな変更のバージョンアップするような事業であります。その他につきま

しては基本的に昨年度の事業を実施していくということで、それらのつきましての予算の確保はし

てございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。はい、無ければここで１１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１０時５４分 

再開 午前１１時００分 

 

○議長（田中誠君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。商工振興。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 各議員さんからいろいろ話も出て、１つそういうことを捉えて進めていただきたいなと思ってい

ます。そのこともあるんですけど、ただ僕はそれぞれに行政も議員も反省しなくちゃいけない部分

かなと思って、そのことをちょっと一言話したいと思います。 

この基本法が平成２６年に制定されたということで、町長も執行方針の中では、自治体の商工振

興促す基本計画の策定が求められていますと述べているわけですけど、この事でいろいろインター

ネットで見ても、どこの町もなかなか疲弊のスピードの方が早くて、なかなかそのことに追いつけ

なくてという部分で計画はあんまり樹立されておりません。そういう中で今回、うちの町も取り組

んでというふうな部分ですけど。 

ただ先ほど各委員の皆様方からも話出ましたけど、この商工振興に関してはおそらく待ったなし

です。嫌な事言いますけど、過日倒産された業者の方もいます。そういう中でどんどん疲弊の一途

を辿っていることは現実ではないかなと思っています。その中において国の部分がスタートだった

と思いますけれども、緊急経済対策。このことでやはりそのことを契機にきちっとやっぱりその商

工振興に対してもう少し議会としてもきちっと議論を進めなくちゃいけなかった部分じゃないかな

と思っています。僕も何回か一般質問等でも商工振興に対しては質問したり何だりしてきたわけで
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すけど、いかんせん町としても、今までどおりの振興政策ですか。そういうものも打っているから

というような部分だったんですけど、実際にふたを開けてみると経済対策今まで３度目になるのか

な。そういうような形でいわばカンフル剤を注入しなくちゃいけないという実態があったわけです。

その中でそういうことを顧みた形の中でね。今年に関してもよりスピーディーに対応はしていかな

くちゃいけない部分なのかなと、こう思っている部分です。実際に計画として自立する部分もきち

っとやっぱりそれぞれの意見を反映されたようなものでなくてはいけないし、ましてや今年取り組

む部分についてもやはりそういう部分で、きちんと活性化に結びつくような形の取り組みをしてい

かなくちゃいけない部分かなと思っていますので、一つそういうものも含めまして、それぞれ議員、

そして町サイド行政サイドとしても、反省の上に立った形の中での計画樹立となっていただけるよ

う要望して終わりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 各議員さんの御意見を踏まえながら、計画樹立に向けて頑張ってまいりますのでご協議のほどよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 他よろしいですか。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 もう１点、どうしても確認したい案件がございます。中小企業融資貸付金制度補助という形で今

回もこの金額僕が議員になってからの動きを見た中で、倍とは言いませんけれども、かなり増え続

けております。私の見方がもし間違っていなければの仮定ですけれども、それだけ利子補てんが増

えているということは、町内の個店の融資案件が増えている。そしてそれに伴い、いろんな設備、

運転資金もありますけども、それだけ保証協会付きの融資が増えて、もうこれ以上保証協会付きの

保証がないというか、借りられないような実態がつぶさにあるのではないかと思われますけれども、

そこら辺の行政としての確認といいますか。実態確認はある程度は把握しておられるんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 中小企業融資の関係につきましては、町の融資制度の要綱に基づいてそれぞれ運転資金。さらに

は設備資金の貸し付けの中で、利子補てん。保証料の補てんを行っているというような部分でござ

います。融資の部分につきまして、町としては借り入れの利子補てんや保証料の支援をしていくと

いうような部分でございます。融資そのものは借りる方とそれから貸す銀行というような形になる

ものですから、町の方としては融資枠がどこまでなのかという詳細な部分はつまさっておりません

けども、企業によってはこの融資制度をある程度限度額ギリギリまで借りている企業もありますし、
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枠に余裕を持った形の中で借りているというような形で理解をしております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 個店なり中小企業がお金を融資する時、やはりそれなりの保証協会付き、代弁済ということで保

証協会が肩代りする担保にして融資を受ける。そういう形なんですけどもそういった中でこの運転

資金だとか設備資金の貸付件数確かに増えています。２４年の時に、この数字がだいたい町の決算

額で２３３万６千円ぐらいなんですね。そして一昨年の今朝までですけども、今回のだいたい見込

みの中で、４３０何万ですか。こういう形で今出ています。ただこの中の金融情勢、貸付利息がか

なり緩和で、利率が下がっているんです。ということは単純にですけど２００万の利子補てんと保

証料。例えば１％行政が補てんするという形であれば、約１億で１００万円ですね。２００万ある

ってことは、２億の融資案件が当時から増えているという、これは単純計算ですから、一概なこと

は、ちょっと詳細はわかりませんけども。それだけ個店の方々が繋ぎ融資、あるいは運転設備の資

金融資でそういう形で融資案件が増えているのか。増えていると僕は思うんですけども。ただしそ

れはあくまでも、保証協会が保証された上での融資であって、それが認められない案件も現実ある

と思うんです。暮れに緊急つなぎ資金融資という形で１０何件という形で上程されました。現実前

回のときも１件しかいません。今回も３月３１日までですから、僕はわかりませんけども同じよう

に１件であるならば、やはりそこはこの制度政策なかなか実効性がないという評価は僕はせざるを

得ないのかなと思っております。そこら辺、今後の中の政策でどうするか。いろいろ難しい部分も

ありますけども、この中でその保証料の関係、今のお話の中でありますけどもある程度のおおまか

な町独自の融資体制、融資資金が可能なのかどうなのか。そこら辺も今後協議ができるかどうか。

そこら辺検討されているのか、ちょっとお聞かせ願えればと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 本案件につきましては町が融資を直接するということは、なかなか難しい問題でございます。そ

ういった部分の中でいろいろと融資制度ができてから何回かそういった議論をしてきたというふう

に聞いておりますし、そういった中でも今申し上げましたとおり直接町が融資そのものを実行する

ということはできなかったということから、現状の融資制度ということになったのかなというふう

に思います。今後においても北海道のセーフティーネットの関係の融資制度でありますとかいろん

な制度がございますんで、そういったものとどうリンクして町も支援なりをして行けるのかどうか

ということも、勉強しながら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、当然先ほど申し上げましたとおり町としましては、あくまでも保証協会の保証がない限り、厳

しい状況であるということはご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

 



188 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 ここで明快な答えはいらないんですけども、このような利子補てんをすると、行政は長いスパン

の中でしっかりと決算と予算の中で見えますね。これだけ利子補てんをしている。ただもうひとつ

行政のやり方として預託金方式というのがあると思います。これはなかなか単年度決算のなかで見

えない。本当にこれは今までの自治体の中でやってきた。本町は僕はわかりませんけどもここは難

しいところはありますけども、もう一度何か今の現代に見合ったその融資の仕方、僕は何かあるん

じゃないかなと思います。預託方式はで貸し付けてまた戻して見えなくなってしまいますから、危

険性はありますけども、そこらへんもう少し精査するなり可能性があるのか。そこら辺を踏まえて

御答弁願えればいいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま御質問の中小企業融資の見直しの関係でありますが、基本的に融資の枠、要は限度額と

利率の補てんとそしてそれに対する元金を保障するための保証協会付きとこの３点セットでやって

いるわけでありますが、昔はたしかに預託金制度を活用して、銀行さんに、町が一定の金額を無利

子で預託をして、その中での融資というのはやったことあるんですけど、今御指摘があったように

あくまでも元金の部分だけですので、その部分は。万が一のときやそこを崩されてしまう。要は元

金保証にならないということがあって、町民の方から元金は、最低でも保証してもらわなければと

いうような形の中で今預託金方式をとっている市町村がかなり減ってきているではないかというふ

うに思っておりまして、清里町も何十年も前ですけども預託金方式を採用してやっていたんですが

やはり今言ったような理由の中から危険回避ということの中で、今の方式に切りかえておりますの

であとやるとなれば限度額を引き上げるか、これは町の考え方ですから可能性もあるんですけれど

も保証協会付きなもんですから、保証協会がうんと言わないと何ぼ限度額を上げてもここの企業に

してここまでしか貸せませんとなるとそこにギャップが出てくるということもあります。あとの具

体的に可能性があるというのは、今利子補給制度をやっておりますので利子補給率をさらに見直し

をするかということによってある程度借りやすい、借りている人の負担が減るというようなことに

なっていく、そういう部分での検討には十分値するかなというふうには考えておりますんで大所高

所金融機関とも相談をしなければなりませんし、また借りられる方はそしたら逆算をおこしたら大

変ですので、それがならないような対応もして、借りたまま銀行に積んだ方が儲かるぞという、そ

んなスタイルになると制度的に全くナンセンスになりますんで、そういうふうにならないような部

分での見直しを含めて、これから十分に検討を加えながら必要性が大きいということになれば、ま

た御協議をいただければと考えておりますんで、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） 

 前中康男君。 



189 

 

○町長（櫛引政明君） 

 これ金融の話で融資の案件ですから、行政と議会の話以前に金融機関との詰めの問題もございま

す。今言ったように保証をどこで持つか。今保証協会、預託はある程度行政が保証を持った上での

預け入りの年度末に支払いという形ここでもう１点よく対象に出されるのは、農業振興資金の運用

の仕方、それの商工版はできないかという議論も、今まであったのは事実ですけども、そこはなか

なかいろんな部分で阻害要因があると。ただし、もし違う形で何らかの方法があるんであれば僕は

何かあるかなと思うんですけども、ここで議論は差し控えますけど、そういった部分の可能性、金

融の中の利子がマイナス権利という事態は以前とはちょっと違います。高金利の貸出金利が５．５、

６．５の行政間約定利率と現状どうなんだとそこでかなり金利が下がってきていますから、そうい

った意味で金融機関との打ち合わせの中で、何かもしかすれば違う方向展開の新しい融資制度が融

資というかファンドという考えもありますけども、そういうこともちょっと十分執行者側で協議し

ながら、金融機関もあります、商工会もありますから改めて協議に入れる形で持っていっていただ

きたい。こういう形で進めていっていただければと思いますので、検討してください。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの件でありますけども、今ありましたように金融機関がベースになりますんで、そこと

も充分に詰めながらよりよい方法があるかどうか十分に検討させていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 村島健二君。 

 

○８番（村島健二君） 

 前中委員からの質問された関係があるわけですけれども私も昨年この件について、総括で関わっ

た経緯がございますけども、町長も言っておられましたけども、保証協会付ということがネックな

んですね。これをどうにかしないと、こういう制度をやろうとしたって、意味もないでしょう。さ

きほど何十年前に変わったことがあったとお話しされましたけど、現行での状態ではなかなか中小

企業者が町の制度を使おうとしましても、企業者というのはやはり少なかれ多かれ３カ月なり、半

年前のことを銀行と打ち合わせしながら融資に対してはやっているわけですよ。そして急にこうい

うつなぎの融資だとかいろんなものを昨年出されましたけど、やはりこれはどっかでこの保証協会

というのがネックでありますから、これを何とかして中小企業者に融資するにもっと大胆なやっぱ

り手法を使ってやってもらわないと。これはいつまでも同じ私は経過をたどるんではないかと、こ

のように思うんですよ。今ほとんど前中議員が質問されてますんで、難しく言いませんけどもやは

り先ほど何十年も前から、そういうこともあった話もありますのでやはりどこかでちょっと考えて

いただきたいなぁとこのようにに申し上げます。 
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○議長（田中誠君） 

 副町長。 

 

○副町長（宇野充君） 

 いろいろな御意見をいただきましたので大所高所金融機関と打ち合わせをしまして良い方法があ

れば探っていきたいと思っています。 

 

○議長（田中誠君） 

 それでは次に移ります。 

 ２目観光振興費、９３ページから９６ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 審議資料の３７ページになりますが、計画業務委託の話で大変申し上げないんですけども観光地

整備事業に関係して清里町の観光地整備を、それも基本構想をどうやって進むのかという計画を業

務委託する予算が３５０万ということでありますけども、どのような必要性を感じて計画をするの

か。なぜ３５０万円のお金を払って委託して計画を立てなければならないのかということをお伺い

したいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 この件につきましては昨日も堀川議員のほうからも大切な神の子池を今の自然の環境のまま大切

にしたいというような御意見いただいているとおりかなというふうに私も答弁をさせていただいた

かなと思います。 

清里の神の子池については、しっかりと昨日も申し上げましたとおり環境を守って、これからず

っとこの自然を引き継いでいくというような使命があるのかというふうに思います。そういった中

においても非常に神の子池、近年の阿寒摩周国立公園の加盟でありますとか、ＳＮＳの関係であり

ますとか非常に人気を博しており、トイレの関係それから車の往来の関係いろんな問題ございます。

さらにはさくらの滝についても神の子池の帰りに立ち寄っていただいたり、いろんな部分で注目を

浴びているような部分でございます。そういうような部分において、環境を守りつつさらにはそう

いった観光客来町者に喜んでもらう施設をするためにはどうしていけばいいのかというような議論

を昨年来からも何回かしているわけでございます。 

そういった事において例えばトイレについてもこういうトイレにしようというような部分につい

て専門的な意見がありますとかさらに電気を通せば良いのか、通さない方が良いのか。通した場合

にどれぐらいの費用がかかるんだとか、そういったデータが必要になってくるわけでございます。

単純にトイレが必要だから、神の子池のあのへんにトイレをポンと置こうという形でトイレを置い

たけども、このトイレが環境に害しては困りますし、そういった部分で、基本的な環境を守りつつ、

どう神の子池を来られる方々に喜んでいただくのかっていう部分の方向性を明確にしていかなけれ

ばならないというような部分でございますので、環境の問題でありますとか、駐車場の問題であり
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ますとか、この名目には観光地ということで記載させていただいておりますけども大きくは神の子

池とさくらの滝をどう進めていくかというような形で、今言った環境整備の問題等々も含めながら、

基本構想をまとめていきたいということで、策定費用を計上させていただきましたので、ご理解を

賜りたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 清里町の貴重な自然環境を守っていくために検討していかなきゃならない、いろんな意見をちょ

うだいしていかなきゃないということは、よく解りますけどもそれに対して業務委託が必要なのか

どうなのかっていう自分は疑問があるんですけれども、先ほど来、商工振興に関しても業務委託を

するためには特殊な能力が必要ですとか、能力を外からお願いする、テータの積み上げが必要だ。

それはある程度は理解しますけども、観光地の整備をましてや基本構想を外からのコンサルタント

にお願いして３５０万必要なのかなというのが非常に疑問があるわけなんです。その辺の検証を是

非していただきたいのと他の計画に関してはそれぞれ計画委員会みたいなものを立ち上げているん

だと思いますけども、観光地整備に対しては委員会は設置するのかしないのか。併せて伺いたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 本件につきまして基本構想という形で書かせていただきましたけれど、先程話したように例えば

トイレを設置するのにどういうふうにするかとかそういう話をさせていただきました。いわゆる基

本構想から基本設計までいうような形の中でただいま事務方では考えておりますので、そういった

部分で御理解を賜りたいというふうに思うのと、今お話をいただいた部分の委員会の関係でありま

すけども既にこの観光振興計画をつくった時に実施についてどういった実施作業をやっていこうか

という形の中で、関係者１３名と環境省それから南部森林管理所にも入っていただいて、この中で

神の子池のあり方やさくらの滝のあり方についても議論をしたこともあります。引き続きこういっ

た方々の御意見もいただきながら、こういった会議も何度か開催しながら、より良い基本構想、そ

して基本設計に向けて取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 理解はしますけども本来ならば観光振興計画の中でやれた部分なのかなというふうに思いますし、

計画が良いのか悪いのかとぶり返してもしょうがありませんので、ぜひこの業務委託という関係に
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ついては、先ほど来、商工振興に関しても意見が出ましたように計画の業務委託のことに関してぜ

ひもう一度改善できるところがあれば、この観光だけでなく全般に関して再検討をしていただきな

がら進めていただきたいそのように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 堀川議員の御意見も踏まえましてそれらにつきましても十分に考慮しながら進めてまいりたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 今堀川議員から言われたと同じことを私も思っておりますので、観光振興計画の中に一部神の子

池の劣っている部分だとか、これが指摘されているんですね。これはこの計画の中で劣っている部

分何とかしなきゃいけないということが、この計画の中で出来ている。それをどうやって進めてい

くかということを作文するんだろうと理解をしていますけれども、さらに本当に生きた資料になる

ようなことをぜひやっていただきたいなと思います。１つ確認なんですがウェブプロモーション業

務委託というとこで４５万４千円を組まれています。町のホームページが新しくなって今までと同

じように業務委託の部分で委託料９９万円は発生しますよということで、新しくなったホームペー

ジの中でこの辺はリンクできない部分であるのか。あくまでもこれはこれ、観光は観光で町のホー

ムページはホームページという形になるのか。１つに統一できないものかなと思って質問させてい

ただきます。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 前段の観光地の構想の関係でありますけれども、さきほど来から申し上げているとおり、具体的

な基本設計までそういう取り組みをさせていただければいう形の中で考えておりますので、御理解

をいただきたいと思います。 

後半のウェブプロモーションの関係でございますけども、この事業につきましては、昨年も行っ

た事業でありまして、いわゆる清里の観光なり北海道の観光を情報を得ようとするときには、かな

りの方がウェブ上って言いますか。インターネットを使って検索することが多いというようなこと

でございます。昨年度も非常にプロモーションを使って行ったわけで、非常にクリック数が非常に

多くて町の観光協会のバナーまでかなりの件数が飛んでいただいたということがございまして、か

なりの多くの方が清里の観光情報を見ていただいている状況にございます。ですから、今年度につ

きましても引き続きこういったバナーを設けまして、そこに町の観光に飛ぶような形の進め方をし
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ていきたいというふうに思っています。ですから町の今のホームページの作成と今回のウェブプロ

モーション、観光の事業とは別物ということでご理解をいただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 

 

○３番（河口高君） 

 確かにそれについては十分理解するんですけども、せっかく新しく３００万円をかけた新しい中

で、当然、清里のホームページの中でも観光にリンクできる部分たくさんあると思いますし、その

中でつくっていくときに心がけていただきたいのは、見た目きれいなデザインを求めているわけじ

ゃないですよということを十分理解してほしい。今の観光のところも画面いっぱい焼酎工場が映っ

たりそういうことじゃなくて使いやすい、これは業者のセンスなんだろうと思います。その辺含め

て例えば職員にしても自分たちが本当にこのホームページがどうやって感じているんだろうかとい

うことをぜひ感じてほしいなと。これはもう業者のセンスだとかそういうことじゃない、きれいに

つくるということじゃなくて、どうやって使いやすくつくるかということに周知していただきたい

なと思いますので、ぜひその部分についてもぜひいろんな方の意見に確かにそんなにクリック数っ

て何を求めたんだろうかということも含めて検討していただきたいな。例えば見方変えると意見も

あると思います。是非考えていただきたいと、それを１つにどうしてできないんだろうか。という

ことを今説明いただきましたけども、１つでできることかなと思っていますのでぜひ研究していた

だきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

今回のこのウェブプロモーションについては、例えば北海道の観光というヤフーなりグーグルな

りで見た中でそれが道東の観光とかってクリックすると清里の観光の方にバナーがとんだりするよ

うな仕組みでありますので、ちょっと清里のホームページとは違うということをまず御理解いただ

きたいというふうに思います。 

どちらにいたしましても、清里のホームページです。昨日も御説明させていただいたとおりより

検索しやすい、よりわかりやすいような形で更新していきたいなというふうに考えてございます。

その中で観光情報についてもわかりやすいような形で入れていきたいなというふうに思っておりま

すので、ホームページん中での観光とそれからかなり大きなウェブのヤフーのところから入れる観

光情報の事業でありますので、そういった大手のところからもしっかりと清里の情報等の発信でき

るように、両面から観光のＰＲを図っていきたいというふうに思っておりますのでご理解をいただ

きたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君。 
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○３番（河口高君） 

わかりました。ぜひその辺はいろんな形で使いやすいホームページをぜひやっていただきたいの

と町のホームページにリンクする部分はあるんですけども使いやすいっていうことがどこなのかと

いうことを十分検証していただきたいと思います。 

今の観光のリンクのところで正面にある北海道・清里という地図のところに実際そこをクリック

してもリンクしない、実際は文字でないとリンクしないとかもあります。一番大事なのは観光の中

でタイムリーなウェブ情報が出せるのかどうか。これは業者に任せるんじゃない、本当にすぐにで

きるそばにいる我々なり、いろんなことがその中に参加して、今の状況だとか。少なくとも時間の

経たない大変な情報がこのウェブ観光という中では非常に大事だと思いますんで、例えばこっちの

天気は雨だけど清里の方は晴れているだとか、斜里岳見たいと思ってきても、これは全然だめだね。

これは足を運ばないことになります。その辺のタイムリーで自分達がこの更新が出来る工夫をぜひ

やっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ウェブ観光のプロモーションの部分につきましては観光情報の発信ということで御理解いただき

たいのと、今河口議員から御質問をいただいているホームページのわかりやすい作製につきまして

はご意見を十分に伺いながら検索しやすいホームページの作製に心がけていきたいと思いますので、

御理解をいただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 先ほど堀川議員のほうからもこの観光地の整備計画ということで業務委託の３５０万円でたわけ

ですが、その中で課長の答弁の中で、神の子池のトイレの話等も出ました。そのトイレに関して私

も何年前からしっかりと整備した方がいいという話をされておりまして、昨年阿寒摩周国立公園の

中に入りました関係上、今度は国との話し合いになるのかなというふうに思うんですが、実際に神

の子池の維持管理事業費というのは７４万７千円しか見ておりませんが、策定業務委託料を３５０

万かけた後にいずれ修理していくのかなというふうに思うんですが、それをどういうふうに考えて

いるのか。いつ頃の予定として考えているのか、その前に国の担当の方と直接そういう話し合いが

できるのか、その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まず国の担当者との話し合いということでありますけども御承知のとおり、あそこは阿寒摩周国
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立公園に編入された場所でありますので、当然あそこにいろいろな整備をする中では、環境省の了

解いうか、そういったものが必要だというふうに思いましたす。ただ神の子池の場所につきまして

は第３種の国立公園に指定されておりますので、大きな環境を害するような事業でなければ、例え

ば、トイレの整備でありますとか、そういった部分については問題なく認められていくのかなとい

うふうに思っております。 

どちらにいたしましても当然池下議員も何年か前からもお話しされているように、トイレの問題

点は近々の部分でありますし、トイレだけではなくて他の部分についてもしっかりと整備しないと

ならない部分がありますんでしっかりと基本構想踏まえて、どう言った例えばトイレが望ましいの

かとそういった部分の基本設計まで取り組んでいきたいというふうに思っております。 

今後のスケジュール関係でございますけども、平成３０年度にそういった作業を進めて進んでい

くわけでありますんで、これについてもなるべく早い段階で現実的な工事ができればいいのかなと

いうふうに思っておりますし、その工事の関係についてもあそこが阿寒摩周国立公園に入ったとい

うことで、環境省の補助金の申請もできるというような環境にもございますんで、そういったこと

も含めながら環境省や南部森林管理所とも協議をしながらこの事業を進めてまいりたいというふう

に思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 ぜひ、早急に話は進めていけるような状態を招いてほしいというふうに思います。 

もう１点、地域イベントの支援事業のことで、特産品の夕べ実行委員会補助ということで３０万

円ついているわけですが、昨年事業費はついておりましたが、実際的には行わなわれなかった。な

のに今年も事業費はついている。そこら辺のことをお聞きしたいですが、なぜ昨年行えなかったの

か。その辺、わかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 特産品の夕べにつきましては、今まで商工会が事務局となって行われていた事業でありまして、

２９年度につきましても、商工会のほうに補助を出させている事業です。もろもろの体制の中で２

９年度は実施できなかったということで委員会でも御説明をさせていただいたところでございます。

この特産品の夕べというような部分の性質の部分も含めて商工会ももちろんでありますけども関係

者やこういったことに携わってくれるか方々含めて実行委員会組織を今のところを立ち上げてその

中で実施したほうがより効果的な事業ができるのかなというふうに思っておりますので、今年度に

ついてはいまのところ実行委員会方式の中で実施をしていきたいというふうに思っておりますので

ご理解をいただきたい。 
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○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ９４ページの観光協会の補助事業の中なんですけど、１千万。人件費が昨年３６０万ということ

で、今年７６４万円。人件費の人数、そして内訳を聞きたいなと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 町の補助部分につきましては、観光協会に対する補助につきましては、１千７万７千円というこ

とでありまして、このうちの人件費の補助につきましては、７６４万でございます。 

 

○６番（勝又武司君） 

 そこの人件費の内訳、人数と。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 職員の内訳でありますけども１人が局長、それからもう１人が事務の臨時、そして新たに１人職

員を採用すると、観光協会としては３名体制ということの部分の人件費という事になります。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 昨年までは２人体制でやっていたという。今年増員すると。地域おこし協力隊も募集をかけます

けど、どんな形になるかわかりませんけど、観光関係ということですから恐らくそこに１人入るこ

となのかなと思いますけど、中身見ますと事業量部分について昨年と変わらないわけですね。その

中で１人体制増やして、さらに地域おこし協力隊も入ってという事で、特に目立ったその事業量が

増えてないわけで、その点についてはどういった考えでこの１人増やしたのか、ちょっとお伺いし

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 人数体制の関係につきましては観光協会さんとも何度か打ち合わせをさせていただいたところで

ありますけども、現体制の部分は職員の局長さんの部分も今後勇退される関係もございますし、職

員体制全体の再構築していかなければならないというような部分もございますので、そういった部

分がまず一つ。それから３０年度以降新たな事業としましてグリーンツーリズムやホワイトツーリ
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ヅムのいわゆる体験型観光を観光協会が実施する事業が増えてきます。そういった部分の関係もご

ざいまして、今後清里に交流人口を入れていく中で強化していくというような部分、そういった総

合的な観点からこういった人員体制をされている状況の中で、本町としても了解させていただいた

ということでご理解いただきたいです。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今課長言われての総合的な事は、事業量の関係では見えてこない部分ですよね。増えた部分で、

４００万ぐらいのものが増えているわけですけど、そうなると従来の予算を計上されても３６０万

ということで、４００万増えて１人増えるってことですから相当特別な技術とかそういうものを、

知識を持った人間とかそういうようなことにつながっていくのかなと言える範囲で説明をお願いし

たいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 新規に採用される職員につきましては、たしか５０歳ちょっとの方というふうに聞いております

し、今までそういった観光業務にもいくつか携わったかなというふうに聞いてございますのでそう

いったノウハウも備えた方というようなふうに聞いてございます。言われた４００万何がしの人件

費を計上しているということです。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 今まで以上の体制の中よりさらに給料を増やして人を入れるというのは形の中で事業量が何も変

わってない、そういう将来的なものを含めて言っているんであれば、そういう事が議員に解る形で

ないとだめだと思う。５０歳ちょっとの方ですか。そのことが見えていないようなこの予算書です

よね、やっぱりそういう部分で、きよーるのことも含めて各議員さんからもちょっと不透明な部分

があるって言われている中で、きちっと明確にしていくべきだと思いますよ。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 議会の方にそういった情報について、詳細について紹介する機会がなかなかなくて申し訳ないな

というふうに思っておりますけども当然のことながら先ほど申し上げているとおり、今後観光協会
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としても体制を組んでいかなければならないという部分で新規職員を配置していかなければならな

い状況になっておりますんでそういった部分で新たな職員採用を見込まさしていただいたというこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今まで局長と事務員の助成をしていて、新たにもう１名増やしていくことに対しては私は外部団

体のことで、良い悪いという論戦は必要は無いのかなと。ただ、そんな環境の中で局長に対する助

成と事務員に対する２人の補助が合わせても３６０万。そういう環境の中で今年度１名出たときに

４００万の増額があるってあたり、ここで外部団体の職員が一人増えるときに全額なのか。何割補

助という形をとっていくのか。少なくとも今勝又議員が言われたこの事業内容の中を踏まえて、こ

れ清里町が求める観光協会の内容、しかも今現在きよーるに対して業務委託している環境の中で十

分にその辺の関連性を踏まえた中でどうあるのか。この辺ちょっと明確にしていただきたいとこの

ように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ３０年度のその人件費の補助と自己財源の割り振り関係ございますけども、当然のことながら観

光協会としましても観光協会独自で事業をしている部分もございます。ただその事業そのものが、

観光協会の事業ですからなかなか利益が大幅に得られるような事業ではございませんので、どうし

ても人件費やいろいろなイベント等々の補助をしなきゃならないということは現実でございます。

人件費の補助につきましては観光協会全体の人件費が約８７０万ほどありますけども、その中で町

が７６０万ほど、それから自己財源は１１０万ほどでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君 

 

○７番（加藤健次君） 

 先ほどの同じ事いいましたけども、増員にすることは観光協会だから良いと思います。助成を増

やすこともいいと思いますけども１名増額した時点の中で総額観光協会が８百何十万で、今回町が

７６４万４千円を補助するとほぼ丸抱えに近くなっちゃうんです。今先ほど課長の答弁の中に体制

の今後のことを踏まえてとこういう形がありましたけども、そういう環境であれば、それが実際入

れ替わるときにある程度の増額があっても然るべきかと思いますけれども、少なくともその辺の部

分については、これは外部団体の自助努力やそういう環境をしていかないとちょっとまずいのかな

と。今回一人増える職員に対して観光協会の負担割合がどうなってくのか。独自に観光協会自体で

も町の業務委託以外に事業を展開しているわけですから。そういうことを踏まえたときに、その部
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分の内容についてどうなのかなと。この辺についてはちょっと明確な説明がないと理解しがたいの

かなと。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 当面の措置といいますか先ほど体制の部分がございますんで町としましては、当面その３０年度

の形の考えの中で今回こういうふうに増やさせていただくということで組まさせていただきたいと

いうふうに思っております。その３１年度以降の部分については、今明確なお答えはできませんけ

どもまずはその３０年のこういった部分で組んで、その３１年度以降もスムーズに移行できるよう

な形の中で進めていければなというふう思いますけども、そういったことについても引き続き議会

にも報告をさせていただきたいというふうに思いますのでご理解いただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 ここで観光費途中ですけれども１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

 

○９番（田中誠君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。ここで、観光振興費についてちょっと休憩を取ります。 

 

休憩 午後 １時００分 

再開 午後 １時２７分 

 

○議長（田中誠君） 

 次に進みますけれども休憩前に引き続き会議を開きます。観光振興費についてはこれでよろしい

ですか。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 観光振興費について３６ページ。審議資料の３６ページ。スタンプラリーについてとフォトコン

テスト。この事業についてどのような内容で計画されているのかをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 まずスタンプラリーの概要でございますけども、観光振興計画でも定めてあります観光客を清里

町に来ていただいて、そこから周遊してもらうというところがまだ堀川議員の御意見からもなかな
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か進んでいないという現状ございます。そういったの御意見等々も含めて清里の観光地や観光にか

かわる施設等々を回ってもらうというような政策をさせていただきたいというような部分の中で、

新たな新規事業としてスタンプラリー事業をさせていただきたいというふうに思います。 

スタンプの設置場所につきましては今のところ清里の観光地や清里の飲食店等を見込んでおりま

してラリーの仕組みについては、スタンプ設置を５カ所以上回っていただくとそういった方々に景

品を差し上げて観光地周辺の促進を図るというような概要で今のところ進まさせていただいており

ます。さらには当然のことながら昨日申し上げました美しい村の絡みでありますとかそういったい

ろんな部分も加味できるものは加味しながら、いろんな部分の周知等々にも力を入れていきたいと

いうふうに思っておりますんでスタンプラリーにすることが最大の意味ではなくてたくさん清里に

来ていただいて清里の良さをたくさん知ってもらおうという部分が一番の目的で、それの１つの方

策としてスタンプラリーを実施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。 

もう一つのフォトコンテストにつきましても同じように清里町の魅力を全国に発信してもらうた

めの事業として行っていきたいなというふうに思います。清里は風景がすばらしく、いわゆる写真

映えと言うんですか、そういうところがたくさんありますんでそういった魅力を発信できるような

ものにしていきたいというふうに思っておりますけども、一応コンテスト形式にしまして、そのコ

ンテストの優秀作品になりにつきましては表彰をさせていただくと。ただその表彰については大き

なコンテストということではなくて、写真の良し悪しを最大限引き立たせるコンテストでなくて清

里の魅力を発信するような形のフォトコンテストにしていきたいというふうに思っておりますので、

一般の普通の写真の部と今若い子たちで行われておりますインスタグラムですかね、そういった部

を設けながらそういった情報の発信ができるようなフォトコンテストの仕組みにしていきたいとい

うふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君 

 

○２番（堀川哲男君） 

 これからは要望という話になります。数万人、数１０万人近いほどの観光客が今清里にきている

わけですが特に神の子池・さくらの滝。この人たちを観光地から観光地以外のというか緑の湯、パ

パス、きよ～る、あるいは町の飲食店、お土産店の方に呼び込めるような仕掛け、アイデア作りを

重ねてやっていただきたいというのが１点と、フォトコンテストには、写真愛好家という表現があ

りますけども先ほど言われたように一般の人のスマートフォンで撮る写真に目を向けるとかなりハ

ードルも下がるでしょうし、たくさんの人が参加できる、たくさんの人に清里の良いところを発見

してもらえるようなフォトコンテストのやり方、そして発信の仕方というのを検討して頂きたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 ただいま堀川議員の御意見のとおり、周遊の部分につきましてはそういったパンフレットを一時
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的に置くようなボックスですか、そういったところも用意していきたいというふうに思っておりま

すし、今フォトコンテストにつきましても一般の方がスマートフォン、携帯で写真がとれるような

インスタグラムにアップできるようなそういった気軽に清里の風景をそういったところに発信でき

るような仕組みの方式にしていきたいというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思

います。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 失礼な聞き方になるかもしれないんですが、今堀川議員がおっしゃっていた審議資料の中でスタ

ンプラリー・フォトコンテストの件なんですが予算書の中でどの項目に入るのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 項目が小さいものですから、前段の９３ページに記載されます観光事務費の中で細かく報償品だ

とか需用費が記載されておりますけどもこの中に入る形になります。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 聞き取りづらかったのですけども報償品と消耗品と後なんですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松昭仁君） 

 内訳でございますけど先ほどフォトコンテストとかスタンプラリーの景品だとかいわゆる賞金で

すか。額的には大きな額ではありませんが報償品の中で１５万３千円の中にございます。それから

スタンプラリーに係る例えば台紙とかそういったものについては印刷製本費の３６万２千円の内訳

数字ということにございます。さらに先ほど観光パンフを入れるためのボックスだとかスタンプラ

リーをする台だとか、そういうことにつきましては、次のページの観光パンフレットボックス設置

３６万８千円もこういったことの中の数字でございます。ですから、そのものが事業費として立ち

上がってないということで解りづらく申し訳ないです。 

 

○議長（田中誠君） 

 それでは次に移ります。 
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 ３目オートキャンプ場費、９６ページから９７ページ。 

（「なし」という声あり。） 

 

○議長（田中誠君） 

 それでは次に移ります。 

 ４目江南パークゴルフ場費、９７ページから９８ページ。 

（「なし」という声あり。） 

 

○議長（田中誠君） 

 ほかよろしいですか。なければここで説明員交代となりますが質問漏れがありますか。暫時休憩

します。 

 

休憩 午後 １時３８分 

再開 午後 １時４０分 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を開きます。 

 ７款土木費・１項道路橋梁費、１目道路１橋梁費 ９８ページから９９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

なければ次に移ります。 

 ２目道路新設改良費、９９ページから１００ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２項都市計画費・１目公園費、１００ページから１０１ページ。 

 （「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ３項住宅費・１目住宅管理費、１０１ページから１０２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２目住宅建設費、１０３ページ。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 住宅建設費公営住宅建設事業費４千万強があるわけですけども、審議資料３９ページになります

が、ひまわり団地１棟１戸３千３００万何がしですか。かかるということで単純にこれまで町営住

宅１棟１戸３千３００万。有料住宅ということで国からの支出金が２千２００万ほどありますけれ

ども、一般財源で審議資料でいきますと２千８２２万２千円で解体工事は抜かれたとしても、差額

でその資金を借りなかったとしても、２千１００万ぐらいかかっていますよね。これ平米数でいき
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ますと１０８．９平米３３．６坪。町営住宅として一気に全部話してしまったんですけれども、こ

の額で有益なのか、また１棟１戸の建物で町営住宅でここまでのものを建てて逆に今後のあるべき

姿の町営住宅としても大丈夫なのかということで聞きたいんですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 御質問のありました単価関係について、まずお話したいと思います。 

まず審議資料の関係ですが、３９ページをひまわり団地に関しまして１棟１戸で３千３４７万３

千円というふうに私どもの方で資料作成いたしましたが、こちらの方につきましては建設にかける

諸経費でありますだとか、管理費ですか。そういったものも含めたなかでこういった形になってお

りまして、実際に公営住宅の工事ということで見ますと大きくかけ離れたわけではないですが、３

千４４万円といった形になります。その中で住宅の部分のみ外構とかそういったものを省きますと

実際には２千８９０万程度といった形の中で、工事費が分かれる形になってまいります。ちょっと

資料の方が分かりづらかったと思うんですけどこの辺お詫びしたいと思います。 

２千８９０万円を坪単価という形に直しますと３ＬＤＫの住宅でつくろうとしているものが、３

３．６坪ぐらいの形になりますので、３０年度予算要求上では坪８６万円といったような形になっ

てくるところでございます。それで現実にそういった住宅が必要なのかということですけども、建

てるにあたりましては、住宅の建設基準というものを設けておりましてもともと国の基準でそうい

ったものがあったんですが、現在の条例で定めている基準がございます。それに当てはめてつくっ

ていくと、今のようなクオリティーの住宅といったような形になってくる部分でありますので、基

準ですよ。そういった部分になっております。 

なぜこういった形で今経費のほうが上がってきているかと言いますと、今のタイプの住宅という

のが平成２６年度から建設してございます。今５棟建ちまして６棟目という形になるんですが、当

初建設したときには単価でいきますと坪当たり６２万円程度。今回は８６ということですが、こち

らにつきましては労務費の単価が年々かなり上がっておりまして、ここのところにつきまして震災

も終わりまして７年程度経過いたしますが、そちらの影響がまだ随分あるということで毎年７％と

か８％まで上がっていくということがございまして、そちらの方に影響して、今の上昇になってい

るということもありましてこのような額になっているといった形ございます。状況としてはこのよ

うな事でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 丁寧なご答弁ありがとうございます。 

何を私が言いたかったのかと申しますと、昨日もいろいろと言わさせてもらったんですが、この

町の住環境かなり悪い状況というのはもう皆さんご承知だと思っております。その中でいかに新し

い人に来てもらって、この町に住んでもらう。もろもろ考えていたときに逆に１棟１戸だけだった
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ら、正直足りないと思っています。ただ１棟１戸しか建てられないものにこの金額。だったらもう

少し１棟２戸でも良いですけどもいろんな考え方も持てますし、また正直申しますと１棟１戸なん

て、これ私だったらかなり変な言い方ですけれど、自分で家を建てないで新築を建てないでここに

自分の新築の感覚で入ってしまう。家賃はかかってきますけれども、そこに利子はかかってこない。

住み続けてこの修繕費もかからない。私だったら一生出たくない。これで十分ですもん。そういう

公営住宅を建ててしまうと新しく来ていただく町民になる方かここに在住している町民か解らない

ですけどもその人のためだけの家を建てたってことにつながってしまう危険性があると思っている。

そういう事に関してはどう思っているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 伊藤議員おっしゃられたとおり、そういった危惧は確かにあるのかもしれませんが実際にはもと

もとの目的としましたある程度所得のある方々に優良な住宅を提供していくといった部分でござい

ますので、その入り続けていくといった形のことを最初から想定しているわけではございませんの

で、その辺ところ御理解いただきたいと思います。 

ただ、現実問題特公賃の世帯向けの状況を見ますと長い間入られていることも実際いらっしゃい

ますし、なかなか空きが出てこないというのも私たちも管理していて率直に感じるところでござい

ます。ただ私たちから退去を促すとかにはなりませんので実際有益に町民の方が使っていただいて

いると理解しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今の課長の答弁が本当に人間味のこもったそういう答弁になると思います。なかなか入っている

方々に出てとそんなことは絶対できませんからね。ただおっしゃっていましたとおりずっと住み続

けるということは想定しない中でいろんな事業計画を立ていく。基本だと思っております。ただ裏

では今課長おっしゃったとおり実質あり得るというのはやっぱあるわけですから、その辺をうまく

私も言葉では表現できませんけれども、うまく回っていくそういうことを促せるような変な家をつ

くっても困りますけれども、ずっと住みやす過ぎるような家も言葉が適当な言葉がないんで、私の

言葉が間違っているかもしれませんが、上手いバランス感覚を持ちながら今後の公営住宅の建設や

特公賃住宅の建設を考えていっていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 当然町民なり町を外から来ていただく、清里で就労していただくような方々に対して使いやすい
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上質なクオリティーの高い住宅というのは当然必要だと思うんですが、そういった部分の中で今現

在設置しているところでございます。それで最初に申し上げましたが整備基準というのを設けてお

りますんでそれらに則った形の中で今後の整備を続けていきたいと考えるところです。 

 

○議長（田中誠君） 

 ほか、ありませんか。 

 ここで説明員交代となりますが土木費全般にわたりまして質問漏れがありませんか。 

 ここで説明員交代となりますので暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５１分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩時間中に、消防費の質疑を行います。 

 ８款消防費・１項消防費・１目消防費、１０３ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ終わります。 

  

再開 午後 １時５２分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 ９款教育費・１項教育総務費・１目教育委員会費、１０４ページから１０５ページ。 

 

○３番（河口高君） 

 教育委員会費の中でコミュニティスクール推進事業費はあくまでも交通費、費用弁償しかないの

ですが、これの事業費は全く考えてないのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 コミュニティスクール事業につきましては学校で運営するものでございますので、この中でみる

経費ではございません。あくまでも学校の事業の経費、その中でみるものでございますので、この

中にはございません。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口高君 
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○３番（河口高君） 

 皆さん私認識不足でこの事業費は、今後も学校費の中で。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 コミュニティスクール推進事業費につきましては教育委員会が任命をする委員さんの報酬等とい

うことになりますので、あくまでも委員さんの任命それにかかわる経費ということでございます。

その後、具体的な事業展開というのは各学校に設置されておりますコミュニティスクールでござい

ますので清里小学校、清里中学校の予算の中で執行されるものでございます。 

 

○議長（田中 誠君） 

次に移ります。 

 ２目教育諸費、１０４ページから１０７ページ。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 教育諸費の中で、学校管理運営事業費、６０４万２千円の中で手数料１１５万２千円です。この

手数料の内訳を提示して頂きたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 学校管理運営事業その中の手数料１１５万２千円でございます。これにつきましては、３０年度

新たに利用開始をいたします。校務支援システムこれの手数料で１０６万４千円。そのほか結核、

尿検査に係る手数料８万８千円となっております。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 校務支援ということでの手数料という括りでよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 この校務支援システムにつきましてはクラウドシステムになっておりまして既に備品等につきま

しては既存の学校に設置しておりますコンピュータを使いますので、実際に設定等に係る手数料と
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いう考えで手数料で計上しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 もう１点、その学校管理費、これ昨年ちょっとお伺いした部分ですけれど、その後よく理解でき

ないんですけれど、学校医報酬と学校医委託料のその違い。そして本町にあるその特別職公務員の

報酬条例との兼ね合い。一昨年も同じ質問をしたんですけれども、どうもそこら辺かなりの報酬額

ですから、そこら辺どのように整理されたのかもう一度お聞きしたいのですが。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 学校医につきましては学校保健安全法で設置が義務づけられているところでございます。学校医

の学校医等報酬ここにつきましては個人の歯科医と薬剤師でございます。 

学校医委託料これにつきましてはきよ里クリニックに委託をするものでございます。それぞれ学

校医につきましては内科健診それから２種混合等の業務を委託しているところでございます。また

歯科医につきましては歯科検診を行っていただいております。また薬剤師につきましては、各学校

での指導、助言にあたっていただいている他、フッ化物選考などの指導もいただいているところで

ございます。基本的には学校医につきましては、法人との委託と言う事で委託料とさせていただい

ているところでございます。学校医につきましては個々に報酬ということで定めさせていただいて

おります。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君 

 

○４番（前中康男君） 

 答弁漏れかもしれませんけれどもその条例との整合性は取れているのですか。 

 

○９番（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 学校医の報酬でございますが近年この金額でやらせていただいております。相手方がありますの

で相手方との協議の中でこの金額でやらせていただいているところでございます。 

 

○４番（前中康男君） 

 金額じゃなくて本町にも特別公務員の報酬条例の中に謳ってないんで、そこら辺のその説明をし



208 

っかりとしていただきたい。どうして載らないのというのがあったんで、理由がはっきりすればそ

れで随時わかりますけども、そこは条例、ちょっと今手元にないので。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 前中議員の御質問でございますけども特別職の報酬等の関係でございますけど等については、法

令に定めるものということが一番下にあるということで学校保健法の法律に基づく報酬ということ

でございますのでこれに基づくものということで別に予算立てて報酬の方を支出するというふうに

認識しております。 

 

○４番（前中康男君） 

 本町は条例に謳わなくても良いのか。清里の場合、条例提案しなくていいということで理解して

良いのですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 総務課長。 

 

○総務課長（伊藤浩幸君） 

 その他の法令に基づくものということで学校についてはとらえておりますのでご理解いただけれ

ばと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 河口 高君。 

 

○３番（河口高君） 

 先ほどの手数料の件ですが、クラウド手数料は１０６万４千円でこちらが１１５万２千円。この

部分の差って何か。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 校務支援システムにつきましては１０６万４千円。そのほか結核・尿検査この手数料ということ

で８万８千円でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 
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○１番（伊藤忠之君） 

 教育諸費１０６ページ数に各種の事業をの中の毎年ちょっと聞かさせてもらっているんですが、

小中学生遠距離通学費補助の件でございます。昨年の１０８万７千円、今年度１２７万９千円増額。

生徒数も変わってくるものですから、そこは解るんですが、今までの旧新栄小学校・旧江南小学校

で清里小学校に通われている子たちの分なんですか。まず１点。お聞かせ願いたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいまの御質問を小中学生遠距離通学費補助１２７万９千円ということで、これにつきまして

は小学校につきましては旧江南、旧新栄小学校通学区域の方を対象とし、中学生の遠距離につきま

してはそれぞれのバス停こちらから３．５キロという基準の中で昨年同様のルールで計上させてい

ただいております。プラスもともと清里小学校に通っていた方でも３．５キロを超えている方その

方も対象となっておりました。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 わかりました。これ前から言っていることなんですが、旧新栄小学校の地域の方また旧江南小学

校の地域の方そしてあるいは今おっしゃられました。もともと清里小学校ですけれども学校から距

離がある方が対象になっているということなんですが、通学バスですとかスクールバス及び路線バ

スにもともと乗れる方、また乗れない方がいるわけですよ。乗れない方はしょうがないかなと思っ

ています。ただ乗れる方は町のバスで通われている方に関してはここの部分はやっぱり重複した補

助の受け方になるのではないかなといろいろなことをずっと昔から指摘させてもらっていたんです

が、そのときの答弁で旧新栄小学校と旧江南小学校の閉校から何年かたったときに見直す、それが

概ね６年という答弁いただいたと思いますが、その期間が過ぎてきたのかなというふうに思ってお

りますけどもその辺に関してはどのようにお考えでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

通学バスと補助この関係でございます。当初新栄小学校、江南小学校閉校後の際にこのようなこ

とで一見ダブルで支援をしているような状況が続いているのかなというふうに思っております。基

本的なこの通学バスというのは、中学生メインとしたバス、それに乗ることができればというその

ような意味合いでございますので、厳密にこれ小学生の通学の時間、下校の時間に対応したもので

はないという認識をしてその中で乗れればということでのその暫定的なものが長く続いていると認

識をしております。今後、光岳小学校がこれから閉校を迎えることとなります。そのことを踏まえ
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た中、総合的にスクールバスの路線の見直し、並びに当然今度は小学生を対象とした時間のスクー

ルバスで、これもきっちり見ていかなきゃならないのかなと思っております。その際には基本的に

はこのように支援とバス、ダブルでできるという状況が解消されるもの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） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 実は今いただいた答弁は去年も同じ答弁をいただいております。３０年度までは現行バスの運行

体系で平成３１年度には今言われた形で路線及び台数の見直しは行っていくと答弁いただいている

んです。そこの部分はわかっています。 

ただ見直しがまだ後になるから今とりあえずそのままでやっていきますというスタンスにしか私

としてはとれないです。それはちょっと言葉悪いかもしれませんけれども、なかなか変えづらい体

質といいますか。そういうようなものが働いているのかなとちょっと思っていまして、何も３１年

度に路線バス、通学バスの運行が代わりますということの計画に関しては、何も僕の言うつもりは

ないんですがそのときに一緒にやりますとかじゃなくて、やれるなら今やったって良いじゃないで

すか。バス路線の見直しじゃないですよ。補助の打ち切りといったら変な言葉なのかもしれません

が、別にそういうことはそれと一緒に行わなくても何も本来であればできるものだと思っておりま

す。町の財政微々たるものかもしれませんがそういうことも必要だと思っていますし、さらには今、

課長おっしゃるとおり、緑小学校は閉校。その次に光岳小学校となってくるんですが、またそこの

部分でいろんなことが起こり得てくるんじゃないかなと。そういう心配もしているので今質問して

いるんですが、その辺も含めてもう一度答弁いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 ただいまの質問でございますが、今走っているバスがあくまでも中学生を対象とした部分でござ

いますので、厳密にこの小学生の時間に対応できているものではございません。その中で乗れる範

囲で利用をしていただく。そのような意味で暫定というふうに考えております。もしきっちりここ

を精査するということであれば、小学生の時間に合わせたバスも改めて出していかなきゃならない

のかなというふうに考えるところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 昨年もこの議論をした記憶がございます。また１年かけて精査するという答弁ですが、待ったな

しなんですよ。本当に。現状を把握している生涯学習課で把握していると思いますけども、緑市街
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からも奥深く４～５キロぐらいかな、そこから通われる生徒がいます。あるいは青葉地区の方から

も。そういうことを果たして１回シミュレーションして現実に子供の足だとか、そういうことをや

ったのかどうかということはたぶん実地しながらタイム的なものを考えると思いますけども、やは

り１年かけて何をしていたのという伊藤議員の質疑の中身かなと思うんですよ。これから昨年踏ま

えて、来年は光岳も同じようになる。これ去年の１１月に光岳の話ですけども父兄との協議の中で、

ドアからドアのスクールバスの運用なのか。あるいは公共施設をバス停として乗り降りを検討する

のか、多分父兄とは協議していると思いますけども、そういう説明はやっぱり議会の方にもお示し

していただかないと、やはりそれを今後どうするのか。 

今の通学支援の中で斜里バス運行の中で変更は可能の部分と、全く無理な部分あると思いますか

ら、そこら辺どのような検討をしているかちょっと見えないので、どういう形で１昨年を経て、今

後１年の中でどういう形で進めるのか。これは昨年の議会の中でも公共交通の話がありますけども、

やはりそこはしっかりとやっぱり丁寧な素案というか、プランをつくる。ある行政でいえばこのス

クールバスの運行順番が一つの生涯学習課のメインイベントじゃないですけども１丁目１番地です。

そこはやっぱり、しっかりと検討していただきたい。１年の中でどういう形があったのかは今後ど

ういう形そこだけはやっぱり今この場で提案していただけないとなかなか難しい部分で、どのよう

な形で進んでいる。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいまの伊藤議員、前中議員の御質問でございますが、まず補助とバス、二重になっている部

分ということに関しましてはこの平成３１年に解消していけるものというふうに考えております。

それはそれといたしまして、それを解消していくためにスクールバスをどう再編していくか、それ

は今２重に支援になっている旧新栄・旧江南地区ということではなく町全体の児童生徒の足という

ことでございます。 

これにつきましては現在児童生徒が通っていくにあたり重視しなければならないこと、これが大

きく１つでございましてこれは長時間バスに乗ることが不可能である。そのような中１台のバスで

町内全域を回るだとかそのようなことはできないと思っています。現在教育委員会の内部でシミュ

レーションをしているところ、それからまた斜里バスさん等々も少し話が始まっているところでご

ざいますが、上斜里地区それから江南地区、そして札弦、緑地区、神威地区児童生徒数をバランス

よく考えてまいりますと、ある程度このようなルートが想定されるのかなということを考えており

ます。また清里高校に対する小清水町から清里高校までのスクールバスもございますので、これに

も利用できる部分もあるのかなというふうに想定をしているところでございます。 

そして尚且つ現在は、中学生を対象としたバスでございますので、朝はほぼほぼ同じような時間

でございますが放課後の時間が小学生とは大分違って遅くなっています。また部活動に対する対応

ということで下校２便のうち、一部には非常に遅い時間となっております。これでは小学生すべて

に対応できるものとは考えておりませんので、そこを踏まえた中できっちり小学生の時間、中学生

の時間に対応できる形、それと特に小学校低学年が登下校で１時間を超えるような長時間バスに乗

ることのないようなそのようなルートを現在シミュレーションもしているところでございます。い
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ずれにいたしましても光岳小学校が閉校いたしますまでに統合しますまでにきっちりと地域の方、

保護者の方と協議を進めてルートを決定してまいりたいと考えておりますのでご理解いただきたい

と思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

それは今まで議論しているんですよ。小学校が時間的に厳しいと。だから個別で行くのか、ある

いは例えば緑センターなのか、そういう公共施設で乗り降りしますだとかそういう具体的な話に持

って行かないと、スクールバス子供たちは小学生から中学生まで行ったときに毎年変わりますから、

ここ路線は常に毎年変わるという認識を持っていないと固定の張り付けはたぶん難しい。そこらへ

ん踏まえた中で基本をどうするんだというのをつくらないとちょっと待ったなしの部分だから、そ

のときにどういう形というのは、執行方針も絡めてくる部分だから、問題も多々あるけれども。そ

こら辺やはりもう少し具体案を出すなりもう少し前進した案を検討するということでお願いしたい

なと。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 答弁する前に重ねて確認をしておきたいんですが、まずこの小中学生の遠距離の関係旧江南、新

栄の関係６年間というのは、合併するときの申し合わせ項目があったと思う。少なくも１年生が卒

業するまでこの支援で行きましょう。その後は改善しますという形が基本的にあった。それを越え

てなおかつ続けている理由はどこにあるのかというのが、１つ大きな問題。 

伊藤君、前中君が言っている通り、緑・江南が統合になる時点の時に家の前から小学校まで送り

迎えできるんですかということ。そうでないとすると、この小中学生遠距離でありますけども、こ

の小学生に対する部分の援助の関係では、早急に処理をしておかないと。逆を言うと統合になって

からのこの部分を手厚くきちっとするんですかという事ですよね。緑センターから出発する時にそ

こまで４キロある人には、その家族には補助するんですか。清里のやつも同じように全部そうして

いかないとならない。まずはそこの整理をきちっとしとかないとならない問題がまずあるんでない

ですか。だからバスを出す状態とこの支援策の問題と切り離してどういうふうにやって行くのか。

その辺、合わせた整備の仕方というのが、光岳が合併し時にちゃんとなりますと言うけれど、大変

な問題が全部重なりますよ。その辺あわせて説明願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 ただ今の前中議員、加藤議員の質問ですけれども、まず江南、新栄小学校が閉校し、今の小学生



213 

のバス利用併用の考え方を打ち出しましたけども、先ほどから申し上げましたとおり、中学校の時

間に合わせたスクールバスという運行の中で、基本は従来からございます３．５キロ以上の遠距離

通学の助成で持って対応したい。但し、中学校バスが運行されていますのでそちらに乗車すること

は出来ますということで進めてきたところでございます。その後、加藤議員おっしゃるとおりです

ね。何年までやるかという部分につきましては、議論があったかと思いますけれどもここにきて緑

町小学校と光岳小学校も昨年のちょうど今ごろ春先の時期に統合するというふうに決まったわけで

ございまして、１年間緑町と光岳とか年度がずれたということもございまして、そういった部分で

はまずは昨年２９年度につきましては４月から緑町小学校が清里小学校に統合する部分につきまし

て、暫定的な措置としての通学手段を保護者とも協議を進めてきているところでございます。そこ

でもお願いをしたのは、光岳小学校３１年度から統合に向けて先ほども課長も言いました、町全体

の通学体系の構築をしていくということから、３０年度につきましては暫定的に現行の運行体制に

移譲していただきたい。つきましては学校の始業時間体制、または緑線の路線バスの時間調整を図

りながら３０年度交通が出来るということで実施しており、その中でここでバス停までの距離が３．

５キロを越える児童がいる場合は、現行の遠距離通学補助をさせていただく、帰りの部分について

は小学生向けの早い時間帯のバスが現行では出来ないということで、学童保育の利用をしていただ

きたいということで進めているところでございます。そういった中での作業をしてきていまして、

今後につきましては３１年からの全町的な体系の見直しということで、早急に案としては、教育委

員会のほうでも先ほど申し上げましたシュミレーションをしながら、またはバスの運行会社とも協

議しながらやっておりますので、地域の方々と早急にその内容を御相談いただいて、３１年からの

スタートに向けて、当然毎年度におきまして児童生徒に合わせた路線の見直しも行っていくという

ふうに考えておりますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 教育長の答弁の中でかなり理解している部分ありますけれども、もう１点そのバスは中学校の主

とした運行状態、そこら辺は斜里バスの方では合意がとれているという事ですか。例えば中学校の

学年行事に合わせて、学期ごとの始業式、修了式また違います。そういう部分の時も十分対応いた

だける合意は出来ているということでよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 スクールバスに関しましてはそのように合意ができているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 
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○４番（前中康男君） 

 今の話では、従来のどおりバス停での乗降を基本とするということですね。確認になります。そ

ういう方向で生涯学習課で進めているという事ですね。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ３０年度につきましては現行どおりのバス停で考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 確認していきますけど毎年生徒の場所が変わって、路線も当然見合った方法で変更されていくん

だろうと思いますけども、最終的には３．５キロが今基準ですけど、それを超える部分については

統合後も行っていくっていう理解で良いんですか。そこのところが検討するなんていうことがある

とするならば、この小中学生の小学生部門に関する援助というのはきちっと整理をしとかないと問

題になってくる部分がある。 

それと今現状としてある中で、補助をしているのも関わらず、たまたま間に合うんでバスに乗っ

ていくという場合は重複になっていく部分が結果として見受けられると。そうなるとやっぱり平等

性に欠ける部分もあるんで、申請時は乗りませんと言っていたけれど、結果的に乗っちゃったとか

いろいろな問題が出てくるんで、今後３．５キロ以上は、キロ数はともかくとして、その支援をず

っとしていくというのであれば１年かけて検討していくことで差支えは無いと思う。そのこと自体

も変更するっていうことになるとすれば、その辺注意をした形で、運用していかなければならない

かなと。 

 

○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 これから実際に保護者の方と協議しながらできる限りバスの運行を解決してスクールバスでの通

学を基本として考えてまいりますが、場合によりましては、この将来的な児童生徒の配置等解らな

くなると部分もございますので、その３．５キロという部分は制度としては残しておくべきではな

いかというふうに考えておりますので、この辺今後の配置状況を運行体系に合わせて含めて検討し

ていきたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。無ければここで２時４０分まで休憩といたします。 
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休憩 午後 ２時３０分 

再開 午後 ２時４０分 

 

○議長（田中誠君） 

 よろしいですか。次に移ります。2項小学校費、１目学校管理費から2目教育振興費まで一括質

疑します。１０７から１０９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

 ３項中学校費・１目学校管理費から２目教育振興費まで一括質疑します。１０９ページから１１

１ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 １１０ページの中学校のグランド改修工事について質問したいと思います。長年悩まされていた

土ぼこりの解消と学校環境の改善が期待されるところでありますが、伺いたいのは芝生工事にかか

る期間とその方法、そしてグランドが使えない期間の対処。その方法について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） 

 清里中学校のグランド改修事業でございます。期間といたしましては、６月の中学校の運動会終

了を目途に工事に入れればいいのかなというふうに思っています。また期間といたしましては、大

体１１月一杯までかかるのかなと。その場合、当然その期間、体育の授業、それから部活動利用す

ることができません。現在非公式ではございますが、１つには清里高等学校にグランドの借用がで

きないかということで投げかけをさせていただいているところでございます。そしてもしそれが状

況が厳しいという場合は町民グランド清里小学校のグランド等というふうに考えておりますが、距

離的なこともございます。高校と十分協議を進めてまいりたいと考えております。また芝生の方法

でございますが吹き芝による工法で考えております。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 グランドが使えない期間の利用を清里高校あるいは町民グランドにお願いするということですが、

なるべく支障のないようにということでお願いしたいのと、清里高校も同じようにグランドを使っ

ていますし、同じように部活もしていると思いますので、安全には十分注意をして支障のないよう

に進めていただきたいと思います。 
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○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 そのように考慮してまいりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 次に移ります。 

 ４項社会教育費・１目社会教育総務費、１１１ページから１１２ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 社会教育総務費の１１２ページ。スポーツ文化施設管理業務委託についてお伺いしたいと思いま

すが、審議資料のこのように対象施設は出てくるんですが、その他の施設部分に関してどういう施

設があるのか。まずお伺いしたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 ただいま質問でございます。その他の体育施設ということでございますが、テニスコート、トレ

ーニングセンターにも１部含まれますがゲートボール場、それから武道館がその他体育施設でござ

います。です。失礼いたしました。野球場が漏れております。失礼いたしました。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 町民グランドは入らない。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい。課長。 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 町民グランドも含まれます。申しわけございませんでした。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 
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○５番（池下昇君） 

 平成２５年度よりお願いしているわけですが、このときに対象施設の中に図書館と郷土資料館が

含まれていたんですが、郷土資料館はどういうふうな扱いになっていますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 郷土資料館につきましては定期的な清掃業務をしていただいて管理をしていただいているところ

でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 この部分に関しては平成２５年より一般社団法人清里町スポーツ文化施設管理協会に委託してお

りますが、実は平成２５年の予算が２千４６２万７千円です。それから２６年が２千５６２万。２

７年が２千６６４万６千円。２８年が急に６５０万あがりまして３千３１４万２千円です。去年が

３千３４８万円で今年の予算が３千４８１万６千円。わずか６年の間に１千万以上の金額が上がっ

ているんですが、この主立った理由を聞か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） 

 この金額営が上昇している部分でございますが、１つには職員のベースアップ分がございます。

その他２８年度から急激に上がっておりますのは、図書館司書を有資格者一人増員をしております

のでその部分での大幅な上昇となっているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今課長の答弁で職員のベースアップそれから図書館司書を１名のところをもう１名さらに雇用し

ているというふうに捉えていいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（原田賢一君） 

 司書有資格者当初１名だったのに２名にいたしましてこの理由といたしましては各小学校中学校

に読書活動、図書館運営の整備等で週１度派遣をしている。その部分で増員をしております。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 このスポーツ文化管理業務っていうのは、住民サービスそれから効率的な管理運営をすべて任せ

ているわけなんですが、毎年このように金額が上がっております。しかし予算を含む事業計画書が

審議資料として議会に全く提出されていないというのはどういうことなのかなというふうに私は思

っております。当然年次的な事業計画書が議会は示されるべきではないかなというふうに思うんで

すが、その辺はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 審議資料の中身でございます。あの基本的には管理運営ということでございますので、ただこの

審議資料の書き方が非常に大ざっぱ過ぎるというところで皆様に納得を御理解いただけない部分、

あるのかなというふうに感じているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 わかりました。それでは最後にこの施設のところに委託しているわけですが、例えば運営上事故

等が発生した場合でも、責任一切法人の理事が負うというふうなことで、一切町は関与しないとい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 基本的には町が委託しているものでございますので、そこで起きた事故等に関しましては町の方

で責任を負うものと理解しているところでございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 他がなければ次に移ります。 

 ２目生涯教育費、１１２ページから１１４ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３目生涯学習総合センター費、１１４ページから１１６ページ。堀川哲男君。 

 

○２番（堀川哲男君） 

 本年度の予算とは離れますが、学習センターの照明設備音響設備が随分古くなってきて支障を来

しているという話を聞いていますが、将来的な更新予定等についてお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 生涯学習総合センター建設から２０年を経過いたしました。その中で基本的な部分で随分修繕費

もかかるようになってまいりました。ただ優先順位というものがございます。空調設備それから照

明設備そして多目的ホール、小ホールの音響設備、そして照明設備、多目的ホールにつきましては

吊りもの設備等がございます。これにつきましては年次的な運営計画でやってまいりたいと思いま

すが支障を来しているというところまでは行っておりません。若干マイク音が悪くなりノイズが入

るようになってまいりました。また大きな舞台公演がある場合はほぼ外部の業者が照明設備これを

持ち込んで利用するということもございます。そのようなことでは直接的に今困っているというこ

とはございません。しかしながらほぼＬＥＤの照明が主流となっていることから、外部の団体との

整合性がとれなくなってきているなどで一部そのような状況もございますので、これは優先順位を

考えながら全体的な整備を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君） 

他がなければ次に移ります。 

 ４目図書館費、１１６から１１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ５項保健体育費・１目保健体育総務費、１１７ページから１２０ページ。伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 １１８ページ、野球場管理運営事業費の中にございます町営野球場補修工事請負費４００万何が

しという部分ですが、審議資料を見ますと内野の表土ですか。変えていくということで改修してい

くということがわかったわけですけれども、この野球場について今後それ以外の補修計画、施設整

備なのは検討されているのかどうなのをまず聞かせください。 
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○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 野球場の整備でございます。これも以前からダックアウト等議論させていただいているところで

ございます。３０年度につきましては内野グランド整備ということで考えておりますが、今後計画

的にバックネット、ダックアウト及びフェンス。ダックアウト、フェンスは一体のものとして捉え

ております。また本部席、スコアボードこれらについて改修を考えているところでございます。ま

たこれらの改修の順番等につきましては利用をされている方々と協議をしながらその改修の優先順

位に危険度も考えながら、改修をしてまいりたいと考えております。 

 

○議長（田中誠君） 

 伊藤忠之君。 

 

○１番（伊藤忠之君） 

 今御答弁いただいて少々安心いたしました。なぜこれの話をするのかといいますと、わが町に少

年団で言えばジャガーズ、これも全国大会出場、中学校も全国出場、また社会人現行で３チームあ

ると思いますけどもそれも全道出場とさらにはこの清里町で生まれ育った子供たちが今まで甲子園

に出場された方も多数輩出しているってことで近隣市町村の中では稀に見るの野球熱の高い町と思

っております。その中で今使用されている子供たち、また社会人等々の話を聞くと、内野の話も出

ていましたが、ダックアウトのベンチの部分が老朽化も進んでいまして、もちろん認識はされてい

ると思いますが、天井の真ん中の部分が下がってきていたりですとか、今例えば下がっているもの

ですから雨等があると毎回民間の会社から水中ポンプを借りてきて排出しながら練習なり試合なり

をしているという状況を聞いております。そういう面から考えますとその安全性利便性もそうです

が、安全性等々も考えてダックアウトの方の優先頻度は高いのではないかなと私なりに思っていま

すし、また町民使用者からの意見としてもその部分が一番高いのかなって気がしていますので、今

後もその検討をする中で、その辺を十分踏まえた中で進めていただきたいとそのように思っており

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯教育課長（原田賢一君） 

 ただいま野球場の整備でございます。内野グランド、土がなくなることによって芝生との段差が

生じ、そこに足を引っ掛けるなど、プレー中の危険回避をまずは解消してまいりたいということで

の３０年度でございます。ダックアウトにつきましてもいろんな方からお話伺っているところでご

ざいますので、これは改めて実際に野球場利用されている団体等とも協議をし、危険度をきっちり

把握した中で計画的に整備をしてまいり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。 
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○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ２目トレーニングセンター費、１２０ページから１２１ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。 

 ３目町民プール費、１２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ４目スキー場管理費、１２１ページから１２２ページ。 

                                （「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ５目学校給食センター費、１２２ページから１２４ページ。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 給食センター施設管理事業であります。今日業務委託を受けている給食費の求人が出ていて現状

どのように現場がなっているのか。わからないんです。 

 

○議長（田中誠君） 

 生涯学習課長。 

 

○生涯学習課長（原田賢一君） 

 業務の委託につきましては、平成３０年度から３年間の長期契約ということでこれまで業務を委

託しておりました業者さんに３年間お願いすることとなっております。その中でこの３月一杯に、

あと４月で退職される方その方が３名いるというふうに聞いております。それの補充のためにチラ

シを出しているということでございます。実は申しますと本日会社の方から連絡がありまして、２

名につきましては既に募集に対して応募がありまして面接を行い、採用が決定しているということ

でございます。残りもう１名につきましても、本日チラシが入りましたのでその中で確保できるの

かなというふうなことで申しておりました。また確保できない場合は、この営業所が湧別にござい

まして、この会社の全体の職員の中でやりくりをしながら穴を受けることなくやっていただけると

いうふうに伺っております。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 
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○４番（前中康男君） 

 清里高校も間口いっぱいの４０名ということで給食を提供する児童生徒数は、かなり家庭中で一

昨年ちょっと人員が休職、退職したとありましたから、マンパワーが無くなると給食事業そのもの

が、再雇用しているわけですけれども、大変な状態になると聞いていましたので、安堵していると

ころです。 

 

○議長（田中誠君） 

ここで質問がなければ説明員交代となります。 

 なければ暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 3時 ３分 

再開 午後 ３時 ５分 

 

○議長（田中誠君） 

 休憩を解いて会議を再開します。 

 １０款公債費・１項公債費・１目元金から２目利子まで一括質疑します。１２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １１款予備費・１項予備費・１目予備費、１２５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 給与費明細書、１２６ページから１３５ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 継続費の調書から債務負担行為の調書、１３６ページから１４０ページ。 

 （「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 地方債残高の調書、１４１ページから１４２ページ。 

（「なし」との声あり） 

  

○議長（田中 誠君） 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わります。質問漏れがありませんか。 

  

○議長（田中誠君） 

 ここで説明員交代となりましたので暫時休憩いたします。 
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休憩 午後 ３時 ６分 

再開 午後 ３時 ８分 

 

○議長（田中 誠君） 

 休憩を解いて、質疑を再開いたします。 

 一般会計歳入の質疑を行います。 

 １款町税、１９ページから２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 ２款地方譲与税、２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ３款利子割交付金から５款株式譲渡所得割交付金まで一括質疑します。２０ページから２１ペー

ジ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ６款地方消費税交付金から、８款地方特例交付金まで一括質疑します。２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 ９款地方交付税、２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １０款交通安全対策特別交付金、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １１款分担金及び負担金、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 
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 １２款使用料及び手数料、２２ページから２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

なければ次に移ります。 

 １３款国庫支出金、２４ページから２６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １４款道支出金、２６ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １５款財産収入、２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １６款繰入金から１７款繰越金まで一括質疑します。２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。 

 １８款諸収入、３０ページから３１ページ。前中康男君。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 雑入について、この資源ごみ売払い収入。それと収入証紙売払い収入。これはごみ袋かなと思う

んですけれども、資源ごみ売払い収入の内訳わかればお願いしたいのと。収入証紙売払い収入は個

人向けと事業所向けがあるとそれにかかる経費はわかりませんけどもこの単価設定いろいろありま

すけど、併せてちょっと。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただ今御質問ありました雑入のうち内訳でございますが、資源ごみ売払い収入につきましては、

これ１つずつ単価予定価格。内容でよろしいですか。アルミ缶、スチール缶、ガラス瓶、段ボール、

雑誌、新聞紙、牛乳パック、トレイ類、鉄・鋳物関係、それと布類、使用済みの小型家電となって
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おります。それから収入証紙の関係でございますが、こちらにつきましては清里町で販売しており

ます収入証紙、これにつきまして可燃ごみの１５リットル、３０リットル、４５リットル。不燃ご

みの１５リットル３０リットル、４５リットル。事業用の５０リットル、７０リットル。それから

粗大ごみの収集手数料で大きいもの、小さいもの。直接運搬の大きいもの小さいものといった形の

区分けで計上してございます。 

 

○４番（前中康男君） 

 収入証紙売払いの関係なんですけれど、この価格はどういう設定なのか解らなかった。行政の中

で、ごみ袋の単価と思うんですけど、ごみ袋の製造費もありますけども、そこら辺適正なのかどう

なのか、ちょっと何ともわからない。そこら辺は今後の中でどう捉えているのか、ゴミの減量化に

向けて取り扱うんであれば、収益も下がるだろうし、資源ごみがどんどん分別が進んでいけば、売

払い収入の相場がありますから、一概なことは言えませんけれども、そちらのボリュームが上がる。

そこら辺の兼ね合いをどう捉えているのかというところを今後のゴミの分別収集に絡めての意味合

いもあるんですけれど、そこら辺、どう捉えているのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 今例えば前中議員の方からございますとおり、例えば資源ゴミが増えていけば分別がどんどん進

んで、資源ごみとして出していただける部分が増えるんであれば当然燃やせるごみ、燃やせないご

みの袋とかそういった部分は減ってくるんじゃないかと思います。ただ、現実問題概数でしか申せ

ませんが、燃えないゴミとか燃えるゴミの中にリサイクルごみが混入している割合がやっぱり１

０％から１５％程度が少なくてもございますので、そちらの部分の回収をしていくということが一

番大切なのかなと。それをやっていくためにはやはり行政の方から町民の皆さんに啓蒙というか こ

ういったことでお願いしますという形で、分別の方法をお知らせを再度していく必要があるのかな

というふうに考えるところでございます。それがないと進んでいかないので、そちらの方の袋の売

り払いとか製造部分の数量についても、少なくは出来ないのかなというふうに考えるところでござ

います。 

 

○４番（前中康男君） 

 わかりました。 

 

○議長（田中誠君） 

 １９款町債３１ページ。 

 質問がなければ次に移ります。 

以上で一般会計歳入の質疑を終わりますが、質問漏れがありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 以上で、一般会計歳入の質疑を終わります。 

 説明員交代のため、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

再開 午後 ３時１７分 

 

○議長（田中 誠君） 

議案第２５号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１６１ページから１７０ページ。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。歳入、１５５ページから１５８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。 

 議案第２６号 平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計予算について、質疑を行います。 

 はじめに歳出から質疑を受けます。１８９ページから１９８ページ。 

                                （「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

 質問がなければ次に移ります。歳入、１８３ページから１８６ページ。池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 特定健診のことでお伺いしたいんですが、昨年より２４０万円も少ない金額になっているんです

が、これに関してはどういうことなのか、お伺いしたいんですが、歳入の方でも、去年の金額が３

１万４千円減額になっているというふうなことを説明の時に聞いたんですが、どういう理由なのか

お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいま御質問になりました、特定健診についてでございますが、平成３０年度からの第３期特

定健診等、計画におきまして目標の定め方が若干従来と変わりました。それで目標数値とする人数。

これが減りました。それにあわせて、従来から目標の中の計画人数に合わせて予算計上させていた

だいた部分がございますので、今回その目標数値が下がったということで、予算計上の部分も減額

したという形になってございます。歳入の負担金についても同様でございます。 
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○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 目標の定める数値が変わったということなんですけれども、これはやはり、特定健康診査という

のが町民にとって大事かなというふうに思いますので、この部分の受診率を高めていけば、きっと

健康保険料の方もかわってくるというふうに思いますので、これは地道に啓蒙活動をしていって、

いただきたいなというふうに思いますので、頑張っていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町民課長。 

 

○町民課長（河合雄司君） 

 ただいまご意見いただきましたが、従来から保健福祉課の保健師さんたちの力を借りながら、多

大な努力いただいて健診の方を進めさせていただいております。今後につきましても同様に進めて

まいりたいと思っております。少しでも受診率上がるように我々事務の方も努力しながら進めてい

きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○５番（池下昇君） 

 以上です。 

 

○議長（田中 誠君） 

 次に移ります。 

議案第２７号 平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計予算について質疑を行います。はじ

めに歳出から質疑を受けます。２１５ページから２１６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。歳入２１１ページから２１６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

続いて、議案第２８号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計予算について質疑を行います。 

はじめに歳出から質疑を受けます。２３３ページから２３５ページ。 

 

○議長（田中 誠君） 

次に、給与費明細書及び地方債残高の調書、２３６ページから２４４ページまで一括質疑します。 

（「なし」との声あり） 
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○議長（田中 誠君） 

質問がなければ次に移ります。歳入２２９ページから２３０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

次に議案第２９号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計予算について質疑を行います。

はじめに歳出から質疑を受けます。２６１ページから２６３ページ。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

審議資料８３ページ、最適整備構想策定業務。非常に年数も経って整備していく中の計画を立て

るんだろうというふうに思うわけですが、何年計画位の中で、今後整備計画というか、そういうも

のを立てられていくのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 最適化整備構想の策定に関しましては、これは国からの指導に基づいて実施しております。平成

２９年度に機能診断を行いましたが、これも最適化整備構想をつくる上での前段の試験でございま

す。３０年度につきましては、この最適化整備構想、これにつきましては５年１０年というもっと

長いスパンで今後どういうサイクルで２地区の整備をしていったら良いのかという、そういうもの

の策定となっております。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 ５年１０年スパンということは、当面、緊急的に配管等そういう整備をしなければならない、修

繕をしなければならないところは大丈夫だろうという認識でいいということでよろしいですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、産業建設課長。 

 

○産業建設課長（藤代弘輝君） 

 ２９年度に実施しました機能診断において決定的な故障、また破損というものは発見されません

でした。それでここはもう３１年度からは機能強化事業をスタートさせますが、それを入れた形で

機能強化事業が終わった、その後に次はまたどう整備していくか、そしてまた５年１０年ではなく

て、もう少し長いスパンでまた機能強化工事が行われますが、スパンを考えた上での整備構想とい

うことになっております。 
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○議長（田中 誠君） 

次に移ります。給与費明細書及び地方債残高の調書、２６４ページから２７２ページまで一括質

疑します。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。歳入２５７ページから２５８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

次に移ります。 

議案第３０号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算について質疑を行います。はじめに歳

出から質疑を受けます。２８９から２９２ページ。加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 焼酎事業の関係で１点だけ。今年度営繕の関係で数字がちょっと載っているわけですが、基本的

に整備計画があったというふうに思うわけですが、整備計画を提示しなくなった理由。約２億近く

かかるよとか、いろんな状態があった中で単発的に最低限の営繕で進めてきますよと言いながら、

必然的にしなければならない環境がきている部分、こういうふうにその年度で出していくのもいか

がなものかと、少なくとも５年計画の中における前回提示されていた整備計画。今の時点でどうい

う計画を立てられておられるのか。あるとすれば逆に提示をしていただきたい。 

 

○議長（田中誠君） 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君） 

 整備計画につきましては前の委員会の方で加藤議員がおっしゃられました、２億という形で１回

定義させていただいていると思います。個別の機械等については、今選定を急がせているところで

すが、その機械の選定に伴いまして、配管等の変更が生じる可能性が出てきております。今そちら

の方を新たに計画の方を練りなおしている最中でございますので、前に提示したものよりは、その

配管等の施設整備部分が増えるような形になろうかと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 今しているというところなんですが、計画をいつ提示をされるんですか。何年かかるんですか。

何カ月で終わるものなんですか。 
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○議長（田中誠君） 

 焼酎醸造所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君） 

 配管の部分につきましては、今建築担当の方とも中身の詳細について、打ち合わせをしている最

中でございますが、まだ機械の選定についても、今見積りを取っている段階でありましてそのもの

は確定し次第、配管の細かい部分を決めていきたいと思っております。目標としては本年度中に何

とか積み上げをできればなというふうに考えております。失礼しました。次年度中です。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 売上は一所懸命頑張っているようですけれども、それを上回る設備がドッとかかってくるという

この現実の中で、本当にどの状態で最適なものをつくるためにはそれだけ必要だという環境の中で、

意図的にどうなっていくのか。この辺というのは壮大な数字をきちっと出して、そしてやっぱり早

急のうちに販売計画や価格改定したわけですから、その環境の中で１年間推移する中でどういうふ

うになっていくかということが出てくると思うんです。単純に歳入歳出だけ歳出だけこうです、歳

入だけこうですという部分とは私は焼酎事業は違うだろうとこういうふうに思うんで、早急に提示

をして本当に愛される焼酎を作り続けていけるための方策が本当に削減しないとならない問題が出

てくるのかどうなのか。早急に提出をしていただきたいと、このように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 焼酎造蔵所長。 

 

○焼酎醸造所長（清水俊行君） 

 焼酎の経営計画が３１年までとなっておりますので、来年度３２年からの５カ年についてつくる

ことになろうかと思います。その中で修繕も含めまして製造計画及び修繕計画今後の５年間の運営

状況を検討いたしまして、整備計画の方経営計画の方を作成し報告させていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 加藤健次君。 

 

○７番（加藤健次君） 

 その計画の中で町長が常に儲けなくてもいい、私も儲けなくてもいいと思っています。でもどこ

までも赤字でいいとは思いません。整備改革の中で最終的にプラスマイナスゼロを目指す。こう言

われて推移してきているわけですから、それに近づけるような整備計画であるべきだというふうに

思いますんで、ひとつ努力をお願いしたいと思います。 
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○議長（田中 誠君） 

次よろしいですか。 

給与費明細書２９３から３００ページ。 

（「なし」との声あり。） 

 

○議長（田中 誠君） 

無ければ次に移ります。歳入２８５ページ。以上で特別会計予算の質疑を終わります。質問漏れ

がありましたら受けたいと思います。勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 ちょっと参考までに聞いておきたいなと。国民健康保険かなにかに関係するかなと思いますけれ

ども、最近新聞に健康寿命の年齢が北海道が７２歳、女性が７４歳と。おそらく各町村からの取り

まとめの中ではじき出した数字かなと。うちの報告は幾らだったかなとお知らせ願います。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 健康寿命については以前、堀川議員からお話しをいただいたこともありました。あの時点で確認

をしたところなんですが、ここ最近、健康寿命については市町村レベルの方では動きはありません。

厚生労働省からもしっかりとしたものは最近は出ていないように思いますが。保険者単位では今い

ろんなデータベースシステムの発達によって、集計はされているかのようですがこれも網羅した各

保険者全般を網羅した数字が出ているのかどうか、把握しておりません。ただ最近は、全国的な健

康寿命というのは出てきていないというふうに認識しております。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 参考までにと言ったけれども、参考にもならなかったのではないかなと思って。一応うちも、北

海道の平均ぐらいの数字なのかなということで捉えていて良いのかなという感じ。 

 

○議長（田中誠君） 

 保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長（薗部充君） 

 国が以前に集計をかけた、健康寿命の時も人口数がといいますか、データ件数が少ないところは

精度が低いというお断りの中の処理でした。ですから、都道府県単位であるとかかなりの人口規模

の大きな町でないと、精度はそれほど上がらないというような、そういったような集計でありまし

た。都道府県単位のお話ということになりますので、市町村単位ということになるとなかなか情報
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はありませんし、保健の場でも報告を求められたというようなことはございません。 

 

○議長（田中誠君） 

 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 一応新聞紙上の部分を捉えた形の中で、私もかなり高齢化で、あと７年も元気寿命はないのかな

と捉えるような部分なんですけど、そんな中でやっぱりあくまで予防医療と言いますか。そういう

物には勤めていって、健康寿命少しでも長い状態で健康でいられるような形を取っていただきたい

なとそのように思います。 

 

○議長（田中誠君） 

以上で特別会計予算の質疑を終わります。 

 

○議長（田中 誠君） 

本日はこれで散会といたします。明日は午後１時３０分より各予算案全般にわたる総括質疑から再

開となります。ご苦労様でした。 

 

 

  

 

（午後３時３８分 散会） 
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平成３０年第１回清里町議会定例会会議録（３月１５日） 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番 伊 藤 忠 之    ６番 勝 又 武 司 

    ２番 堀 川 哲 男    ７番 加 藤 健 次 

    ３番 河 口   高    ８番 村 島 健 二 

    ４番 前 中 康 男    ９番 田 中   誠 

    ５番 池 下   昇   

   

２．不応招議員は次のとおりである。 

なし 

 

３．出席議員は次のとおりである。 

    出席議員は応招議員に同じである。 

 

４．欠席議員は次のとおりである。 

    なし 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

    なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

   なし 

 

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

    町       長   櫛 引  政 明 

    教 育 委 員 長   石 井  幸 二 

    農 業 委 員 会 長   森 本    宏  

    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 
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                               開会 午後 １時３０分 

 

●開会・開議宣告 

○議長（田中 誠君） 

 ただ今の出席議員数は９名です。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配

付のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中 誠君） 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により議長において、３番河口高君、４番前中康

男君を指名いたします。 

 

 

●日程第２  議案第２４号～議案第３０号（各会計予算案の総括質疑） 

○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２４号 平成３０年度清里町一般会計予算から議案第３０号 平成３０年度清里町焼酎事

業特別会計予算までの各会計予算について総括質疑を行います。前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 平成３０年の総括質疑ということです。櫛引町政も２期目を残すところ１年となった中で、今回

予算編成になったところになりますが、常々掲げる、本当にこの町に住んでよかったと実感するま

ちづくり推進のための予算提案だったと推測できます。第５次清里町総合計画後期５ヵ年の計画の

中でまち・ひと・しごと創生戦略計画に基づき移住定住の促進、子育て環境の充実のための数々の

施策、そして昨年作成した清里町観光計画に沿った数々の振興策と各分野において限られた財源の

中で着実に実行されることを期待申し上げます。 

特に平成３０年の秋には高齢者の見守りとして経費老人ホーム、ケアハウスが清里町福祉協議会

による指定管理のもと運営されます。介護老人保健施設きよさと、そして特別養護老人福祉施設清

楽園、そしてケアハウスとこの３つの施設が包括的に清里町の高齢者等の福祉政策として十分機能

することを願っているところでございます。平成３０年度当初予算は、一般会計５０億３千３００

万円、６特会合わせて６６億３千９９６万８千円となり前年比９５．４％となっており、特に一般

会計で歳出のなかで土木費は前年比で５４．６％と大きく減少しております。また衛生費も前年比

８５．６％と減少している中、その反面、商工費は前年比１０７．６％増、教育費も１１２．６％

増と昨年の公共事業としての防災安全交付金工事の未執行が影響し、その反面昨年１２月の臨時議

会における緊急経済の経済対策に見る商工費の増額、並びに教育費における中学校グランド整備、

町営野球場スキー場整備等々、主な要因だと考えられます。一方歳入においては依存財源３５億８

千１８５万２千円と全体の７１％となり、自主財源では１４億５千１１４万８千円となり、全体の

２９％となっております。その中で特に繰入金も平成２９年度より１１２％増と子ども子育て基金

繰入額が昨年よりも大きく伸びております。基金の繰入に対しては、適正かつ効率的な執行を今ま
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で以上に留意し、長期的戦略的に行政のかじ取りをしていただきたいと願うところでございます。 

今回の予算委員会の中で、数々の質疑がなされました。特に、商工費において商工振興費並びに

観光振興費にかなりの審議時間が注がれたかと考えられます。やはりこれからの清里町のまちづく

りの中で、大きな課題を背負っている施策と考えるがゆえに今まで以上に町長はじめ職員も今まで

以上丁寧な提案説明がより一層求められることと考えられます。 

総括質疑として私からは気象災害の観点から関連する２点を質問いたします。まず１点気象情報

システム管理事業費の委託料の関係ですが、この委託料が平成３０年度をもって終了と聞いており

ます。今後、町は契約が切れた以降どのような対応を取り進めるのか。御説明願いたいと思います。 

同じように防災の観点からではございますけども本町において、携帯端末のエリアサービスの件

ですが、昨年阿寒摩周国立公園に認定された神の子池地帯は、サービスエリアに現在なっておられ

ない中で、町は今までも精力的に要望等をされているとは考えますが、今どのような進捗状況で推

移しているのか、この２点について御説明願いたいと思います。まず１回目の質疑とさせていただ

きます。よろしくお願いします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の前中議員の御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点目の気象観測の関係であります。御案内のように清里町においては気象庁の観測システ

ム、いわゆるアメダスの設置がありませんので、今までは独自に補助事業等を活用したり、またシ

ステム会社にお願いしながらそれぞれ観測にあたってきたところであります。平成６年に補助事業

で町内の５カ所に観測点を設置をし、独自に観測を行ってきましたし、また平成１０年にはもう１

カ所足して全体では６カ所の中で推移をしてきたという経過があります。ただ、経年によって観測

機器がかなり老朽化をしてきたということで更新するか、また他のシステムに乗り換えるかという

ことでいろいろ検討を加えてきたわけでありました。その当時ＮＴＴドコモ気象協会との連携の中

で気象システムを構築するというような話を伺いましたので、２９年からは、このそちらのシステ

ムを利用させていたということで取り進めをしてきたところでありますが、先ほど御案内がありま

したように３０年を持って始まったばかりなんですけども採算性が合わないのでやめたいというこ

とで一方的に解約の申し出があったわけであります。町としても、観測点が１カ所もなくなってし

まうということから、いろいろ模索をしていたところでありますが、たまたまＩＨＩ、要は気象シ

ステムのもともとのアメダスを作っている会社がこの話を聞いてそうであれば、わが社の方でやり

ましょうという話が聞こえてきたわけであります。 

今現在具体的に箇所もわからないし何もわからないのですから、担当の間で内容確認を進めてい

るという状況にあるわけでありまして順調にいけば早いうちに結論を出して、３１年からはそのシ

ステムの方に移行していきたいということで、今取り進めをしているということでありますので御

理解をいただきたいというふうに思うところであります。 

参考までにアメダスの関係は管内では訓子府町と清里町だけがアメダスの設置がないということ

であります。この設置についてもいろいろまた要請を引き続きやっていきたいなと思っております

が、一応そういうような状況になっているということでご理解をいただきたいというふうに思いま
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す。 

それから携帯電話の関係ですが、今は携帯電話そのものが生活に欠かせないそういう通信設備に

なっているわけであります。ただ残念なことに地理的な条件で、もし不感地帯利用のできない地帯

がありまして、その地帯の１つに、今回阿寒摩周国立公園に編入になりました。神の子池が不感で

上手くつながらないというようなことでありますので、この状況を受けてＮＴＴドコモに対しては、

すでに申し入れをしておりましてドコモの会社としての鉄塔設備はもう既に会社が終わったという

ことでありまして、今試験データを飛ばしている最中ということであります。その中でどれだけの

利用ができるのか。全体利用になるのか池周辺だけになるのかちょっとわかりませんけれども、今

試験電波を飛ばして夏までには、開設をしたいということでの回答をいただいております。またａ

ｕですか。ａｕについては北海道支社に検討申し出ておりまして、向こうからの連絡待ちの状態に

なっているということでありますし、またソフトバンクの関係につきましても、近日中に担当者と

の打ち合わせを行うという段取りになっておりますので、いずれにしても早いうちに利用大手３社

については利用できるように引き続き要請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。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 今３０年度もって、この気象データのサービスを終了するということで、端末と言いますか。こ

のセンサーを開発している事業所と新たなシステムを構築したいというだったかなと思います。ま

たその中でアメダスでこれ町長も気象庁ですか。かなり陳情されているというふうに話を聞いてい

ますけども、訓子府町と本町の未設置、確かにいろんな通信回線でこういうマメダスだとか、この

ドコモの環境センサーだとか充実されてはいるんですけども、いかんせんマスコミのテレビの媒体

の中で清里町という部分がやはり出てこないのは、寂しいよりも、悔しいという思いが強くて、そ

の中の要点としてやはり農業用水ダムも抱えている自治体としての防災面からの要望、これも町長

はその部分をかなり訴えて要望は出しているのかなと思います。同じようなことを何度も言っても

つかないのかもしれませんけども、ここはもう我慢くらべかなという部分。 

それと違う観点からこのマメダスですか。捉えた中でやはり本庁基幹産業は農業です。そして網

走地区の改良普及センターも本町に抱えております。実際のところ、道の出先機関の気象データこ

れは清里町のデータを活用できないんですね。今ドコモの環境のデータは活用が可能ですけども、

本来公的であるならばマメダスデータである程度の気象データ、細部にわたれば降水量、積算降水

量等々あるいは気候、あるいは風向、風速あるんですけども、今本町が３カ所持っている環境セン

サーの中には日照時間これが抜けているんですね。ただし、公式なアメダス拠点には日照時間もき

っちりとデータとして取り込める。農業の中で風・雨やはりお日様ではないんですけれども、日照

時間も大切な気象データなんですね。そこら辺もやはり産業としての観点からも何としてもこの気

象協会に難しいのは重々わかりますけども、それを訴え続けてほしい。それともう１つ、今後３１

年から３ポイントですか。上斜里・今度神威じゃなくて札弦ですね。それと緑町。市街地のポイン

トに観測点３ポイントがあるんですけども、このデータをＪＡと共有しながら、活用している実態

なんですけども、上斜里が斜里町に近い位置に今あるのかな。そういった部分でどうしてもデータ
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の信頼度という部分で、細かく欲しい、従来のマメダスに戻った中で従来は６ポイントあったんで

すけども、やはりそこはそういう形で今後３１年度に向けては、地点を増やす。今回も３月９日の

湧水等々の災害におけるその被害の状況を鑑みると、江南がかなり大きな影響もありますし、常々

本町の防災の中でも一昨年も江南でいろんな形で災害が起きていますから、そこら辺も十分に検討

し、このポイントの数の増加部分もここは可能な部分かなと思いますんで、積極的に言いますか。

精力的にお願いしたいなと思いますんですけども。そのへんについてちょっと所見をお願いいたし

ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいまの件でありますが、まず１点目の気象庁アメダスシステムであります。私ども先ほどち

ょっとお話ししました、この管内において２カ所しか設置がない町村はないということで、何とか

設置をしてほしい。特にわが町に緑ダムを抱えておりますから、そういう面と斜里岳という特殊な

山もありますんで、通常の予測ではもう相ならんということを強く対応しながら気象庁にも何回も

足を運んでおりますし、ついこの間も網走気象台の気象台長が変わったときにもまたしつこいぐら

いその話を申し上げているんですがなんといっても気象庁そのものが基準がメッシュ予測の基準を

持っておりまして、降水量観測で１７キロメッシュで全国に１千３００カ所、そして風向、風速、

日照、降水量、これらの観測点はその中のさらに２１キロメッシュで観測点を持っている。要は全

国で８４０カ所それで全部予測可能ですということで気象庁としてはこれ以上のものは要らないと

はっきりそういう話をされておりまして、何回言っても、実は相手にもされないような状況にある

というのも事実でありまして、現在オホーツク圏活性化期成会の中にも降ろそうかというところま

で他の町村もあるのですからそこまでいったんです。私は絶対だめだと。意地でもというようなこ

とで、降ろさないでやっているわけですが、かなりそういう面においては困難な状況がつきまとっ

ているということであります。ただし、私は諦める気はありませんので、なるまで何とか続けてい

きたいというふうに思っている次第でもございます。 

それから新しくこれからシステムを構築していきたいということで先ほどお話を申し上げました

現在ＮＴＴドコモのシステムを使わせていただいておりますが、御案内のように上斜里と札弦と緑

に観測点がありまして、それを利用しているということでありますが、やはり観測点が従前からみ

ると大きく配置されておりますので、もう少し観測点の位置を考えながら全体的な気象がとれるよ

うな考え方でいきたいということで、今現在相手方と相談をしているのは、観測点の箇所とそれか

ら何をデータとして求めるかとの協議をいたしておりまして現在話しているのは、場所は用地の関

係ありますんで、はっきりと申し上げられませんが観測点を５カ所にしていきたいというふうに考

えておりますし、また観測データについては雨量、風向、風速、気温、湿度、気圧、日照これまで

持っていけばアメダスに準じる形がとれるでしょうし、お話をしてきているというシステムの相手

はアメダスの製造会社なんです。気象省庁に納品しているそういう会社でありますから、そこの連

携の中でやるということなのは制度的に十分に気象庁の精度を満たしている、そういうふうに理解

をしているところでありますので具体的にこれからさらにより詰めて参りたいというふうに考えて

いるところであります。いずれにしろシステムでありますから、自賄にするか、相手に委託するか
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の形になりますけども当分の間ある程度、相手の開発されたシステムを活用させていただいて、使

用料の形で納めていきたいと考えておりますので、その点についてもご理解をいただきたいと思っ

ております。また従前と同じように使用料関係それから設置場所なんかについても農協さんと十分

相談しながらやっていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただければと。以上で

あります。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 理解と言いますか、その方向で精力的に進めていただければと思います。昨日の勝又委員からこ

の問題で出ていたんですけども、そのときに清泉の緑ダムの関係で観測における気象データはあり

ますよという説明が合った中で管理事務所が小清水町にありますけども、そのデータというかやり

とり状況というのはすぐさま入ってくる状況なんでしょうか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただいま緑ダムでの観測の関係でありますか。緑ダムについてはそれの集中管理は小清水町にあ

る中央管理所で行っております。観測点は緑ダムにあるわけでありまして、これについては時間ご

とにすべてデータが入ってきているということでありますので、ただ取り出してこちらに送っても

らうにはこちらからもお願いしないと。自動的にこちらに入ってくるわけでなくて自動的に入るの

は中央管理所までということでありますので必要があれば、こちらの方から要請をして、その部分

をいただくというような体制になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○４番（前中康男君） 

 なぜこの質疑をしたかといいますと水力発電の関係で気象条件のデータ、今の話では直接なもの

ではないんですね。恐らくこれはクラウドでは無く有線での通信ということで間違いないしょうか。

有線だと思うんですけどもそういった中でやはりその降水データ等々をあるいは何といいますか、

風による倒木等々による取水口のつまり。そういった部分の保守管理の部分で、どうしても必要な

基礎データ、気象条件のデータとして取り込まなければならないのかなと思うんですけども、ここ

ら辺の改善策も同じように今後事務組合ではなく、事務を本町で携わるわけですから、そこらへん

の話も協議して、しっかりと進めていってほしいと思いますけども。その点について所見をお願い

いたします。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 
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○町長（櫛引政明君） 

 緑ダムの小水力発電にかかわる各機械設備等の関係でありますが、当然今お話をいただきました

ように雨量については一番肝心要めのところになってまいりますんで、これのデータ、今緑ダムの

データを持っていますんで、今は中央管理者に入りますけれども今後、私どものところは事務の委

託を受けてやってきているならば、やはりその部分にかかわるデータと発電に係るデータ等につい

ての集約定程度こちらの方でもやらなければ、何かあった時にあちら任せということだけじゃなり

ませんので、十分に検討を加えながら、齟齬のない形で整備できるように頑張ってまいりたいとい

うふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 そんな観点からもやはりこの携帯端末のエリア拡大の部分クラウドの中で、緑ダムと神の子池、

距離的にはありますけども、エリアカバーできるのかなと思いますからそこら辺も含めて、今後の

中で事業展開していってほしいかなと思うんですけど、いろいろありますけども、もう１点普及所

との関係がどうしてもありまして、なかなか基礎データが先ほどもアメダスがやはり取り組めない

部分でここら辺の関係、普及所の情報提供に沿った中で、産業課等々から出しているのか、そこら

辺の実態はどのようになるのか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 普及センターとの連動の関係でありますが、今のＮＴＴの形になってからは、直接契約でやって

いるもんですから、うちと農協さんと気象協会との契約の中でやっていますので。うちにデータは

一括入ってきます。農協さんも入りますけども。うちの方から必要な都度普及センターの方には、

その部分を回しているということで従前のやつは直接町の所有の中でやりましたので、町との回線

の中で自動的にとれるようにしてあったんですが、今契約行為でやっているもんですから、うちで

１回受けてからでないと流せないという形になっておりますのでただデータについては、やりとり

ができるようにやっているところであります。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 

 

○４番（前中康男君） 

 そうなんですね。結局普及センターなんですけれども、その気象データは小清水のアメダスと斜

里のアメダスデータを用いて農業技術指導のデータになっているんですね。本町のデータという部

分で本来であればドコモ環境のデータを活用したいところなんですけども、このアメダスデータを

公的なデータですから自由に情報を取り込めるんですけども、そういった部分でそういう本町にお
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ける気象データの活用の部分で他とはちょっと違うというところをやはり認識していただいて、そ

ういった意味含めての前段の質疑だったんですけどもその辺もしつこいぐらいやって根負けするか

もしれませんけれどもやっていただければと思います。 

今この中で気象情報のお話をしましたけども今これだけ余り詳しくはありませんけども、通信回

線という部分と、この気象データこのデータの蓄積はこの一次産業の中でほんとに進んできており

ます。今本町でも機械化・農業という部分でＧＰＳの活用あるいはリモセンといいましてリモート

センシング。これは宇宙衛生だとか導きのデータを解析しながら常にグーグルでとった農地の写真

を遠赤外線カメラという部分で季節ごとの写真解像度があてると熟期というかそういう糖分の量ま

でが解る。そういった意味で今、先ほど話した気象データを一緒にデータ化して処理するとかなり

進んだ農業にいける本町に基幹産業の中の１次産業ここしか本町残る道はないんだぞという部分で

ＩＯＴスマート農業もありますけども、積極的に今末端の農家といいますか。現場では先進的に進

んできているかなと思います。そういった意味でスマート農業あるいはＩＯＴを駆使したＩＴ農業

の中で気象データもありますし、クラウド通信部分で根幹になす時代になっていますから、そうい

った意味で、町の施策の中にもし可能であれば、そういったクラウド活用による農業を推進してい

く。そういうものを施策展開できるようなと思うんですけども、ちょっと大きな話になりますけど

も何か考えるところがあればお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 もともと気象データというのは、農業気象から始まっているということで、明治時代に春耕器ま

たは播種期をどうするかと。そのためにデータをどう集めて農業に生かしていくかというところか

ら気象データの解析が始まっているというふうに聞いております。ですから、そういう長い間の蓄

積がありますのでそういうものを活用しながら今後の営農技術に活かしていける。そのためのデー

タの蓄積であり、データの解析につなげていけるようにしていくというのが本来のやり方だろうと

いうふうに思っております。農協さんとも十分に連携をとりながら、我が町のコンピューターで電

子データとしての蓄積はありませんけれども、仮データとしてはかなり昭和３０年代からデータを

持っておりますんで、そういうデータをしっかりと解析をすると。そしてさらにそれに営農情報を

加えていった中での技術の確立というようなものを含めて、農協さんとどういうふうにやっていく

ことができるのか。単純にいきませんけれども国の支援なども考えながらやっていければいいかな

というふうに思っているところであります。 

農協さん自体も、今いろんな部分でロボットが入ってきたりしながら、営農形態が変わってきて

いるというふうに言われておりますので、そういう中で有効にこのデータが活用できるような方策

についても改めてまた農協さんと十分に相談してみたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 前中康男君。 
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○４番（前中康男君） 

 情報という部分からの切り口で農業振興という形で気象データあるいはその端末のクラウド活用

部分で、本町における特色性がある農業展開が構築できるんであれば、そういうような農業振興政

策をやはり考えて良いのかなと思っております。いろんな現場で農家の中でいろんな取り組みがも

う始まっています。逸れますけども農業における水田の受益者と協定の中で２千万円ぐらいの水田

を播種から収穫までをとり行う時にそういうシステムデータを取り込み、なおかつ播種期から収穫

期まで全部クラウドを活用し気象データを用いて時期を決めるというそういう世界はもう現実にな

ってきていまして、清里町農協においても、小麦の刈り取り順番等々もやはり科学的な気象データ

に基づいて組合員との協議をなさり、そして刈り取りをする。そういうような時代になってきてい

ますから、今後の農業振興費の中でそういう部分も今後の中で取りいただければなと思います。時

代は通信業界は目まぐるしいぐらい進んでいるのだと思いますんで、その辺も同じように、行政の

方もスピード感を持って対応していただければなと思います。 

今回総括質疑と言うことで、防災絡みの観点の中で情報端末として、気象データ活用という方向

から本町の農業振興に対しての将来像について少し質疑をさせていただきました。その中で今年度

平成３０年度の予算案その編成作業に携わった町長始め職員の皆様方にはこの場を借りお礼申し上

げるとともに、ますますこの町がすばらしく輝ける清里町を切に願い、１町民としても頑張ってい

きたいと思いますので、その辺をご理解願いながら邁進していただきたいと思います。大変ありが

とうございます。 

  

○議長（田中誠君） 

 次に池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 平成３０年度の総括質疑ということで、私の方からも質問をさせていただきます。 

平成３０年度の予算については我が町もご多分に漏れずというか、地方交付税が１億近く減少さ

れまして一般会計を５０億、去年の予算の一般会計よりおよそ３億少ない金額ということになって

おりますが、５３億が５０億になっても４０億円台になっても、目指すものは町民の住民サービス

ということを原点に置いた中において町政をますます進めていくような時代に入ってきているわけ

ですが、櫛引町政も残り１年となりまして、この７年の実績としては本当に子育て支援から始まり、

医療に関する支援それから高齢者福祉に関する支援などさまざまなものが事業に幅広く取り入れら

れて、新たな新規事業も毎年増えている現状であります。 

今日の私の総括の質問につきましては近年のこの町の人の流れに関しての項目を２点ばかり質問

をさせていただきます。 

まず清里町の公営住宅の問題についてお伺いしたいと思います。清里町の公営住宅というのは公

営住宅と特公賃住宅の種類に分けてあるわけですが、何年も前からこの町営住宅に関して３町でも

我が町は群を抜いて環境が整っている町だなと私自身も思うところであります。余りにも整い過ぎ

ているために逆に今まで民間業者が入ってこられなかった、いや、入ってこれなかったというより

建ててもあまり商売にならないんじゃないかということで建てられなかったのかなというふうに私

は思いますが、町のこの公住の問題に関しては、ここ最近築年数がちょっと経ちましたさくらんぼ

団地の入居が極端に少なくなっております。はごろも団地の入居に関しても極めて少ない状況が最
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近続いているところであります。その反面３０年度ひまわり団地に１棟１戸３千３４７万円の予算

がついております。住宅に関しては２千８９０万円ということでありますが。私がこの状況を見た

中でまず１番に思うのは、空き状況がいっぱいあるにも関わらず、こういったお金をかけるのはも

ったいないなというふうに実感するところでありますが、まずもって今の状況を見て町長がどうい

うふうな考えを持っておられるのかお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の池下議員からの御質問でありますが、町における住宅政策といたしまして、ただ今あり

ましたように町営の公営住宅、それとまた特公賃などの住宅、それと単身者住宅というようなそれ

ぞれの住宅を建設しながら対策をしてきたところでありました。今現在で公営住宅２２４戸、それ

から特賃住宅等で１４１戸、あわせて３６５戸を有しているところであります。 

このうち空き家の関係でありますけれども、町営住宅で２６戸の空き家、それから特賃これは単

身者用のところですが、今現在２戸空いているといようなというような状況にありますが、町営住

宅の２６戸のうち約半分以上中身の修繕とかをやらなければ次に貸し出せないというのがあります

ので、今動かして貸し出しができるのは１０数戸というような形になっているのではないかなとい

うふうに思っております。 

公営住宅については、今までもお話がありましたようにどちらが先かと言われればちょっとわか

りませんけれども、民間の方々がアパート経営とかそういうのをやめられて、その後がなかなか建

たなかったものですから、何とか町ででもやらねばということでそういうのをどんどん進めた結果、

逆に民家の方も今度は逆に手を出せなくなったのかなと、そのような感触は受けているところであ

りまして、民間での賃貸住宅建設をしていただきたいということで、３年間の時限立法で今進めて

いるところでありますけれども、住宅政策の主体となるのはやはり公営住宅や特賃住宅が中心にな

るのではないだろうかというふうには考えているところでありまして、よりよく多くの方々に入居

していただいて清里に少しでも多くの人方が来ていただくそういうような形になっていければいい

かなということで、これからも維持管理に努めていきたいと思っていますし、全体的な空き家はも

う大分出てきていますし、取り壊しすべきものは取り壊し、また建設すべきものは建設をという形

の中で全体のバランスを図っ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） 

 今町長の方から説明ありました通り、公営住宅に関しては空き家が２６戸あると。そのうちすぐ

貸し出せるのが１０何戸ということでありますが、実は私ちょっと調べましたらこの半年間はごろ

も団地があそこは２ＤＫの造りなんですが、常に４戸空いている状況。でこの３月の広報には、６

戸中５戸空いていると。今１戸埋まってまた４戸になったという話でありますが。さくらんぼ団地



244 

については２ＬＤＫと３ＬＤＫがあるんですが、この半年間常に５戸空いております。それで１年

前の３月の広報を見るとさくらんぼ団地８戸空いておりました。こういった状況が１年以上続いて

いるわけなんです。新町のさくらんぼ団地ということに関しては今町長が改修して入れるようにと

いう話をされていましたけども、部屋の広さが２ＬＤＫ、３ＬＤＫということでありますので、多

少古い部分もありますけども、これに関してはリフォームをすればまだまだ入居が可能なのかなと

いうふうに思います。はごろも団地というのはまだ年数がそんなに経っておりません、まだ新しい

状況なんですが。先日も常任委員会の中で全議員が視察に行きました。それでまず皆さん入ってほ

とんどの議員の方がやはりこのスペースだと世帯の方には狭いという意見が多かったわけなんです

が、子どもがいないうちはまだ良いのですが、子どもができるとやはり狭くなりましてどうしても

新しく建ったひまわり団地の方へ転居していくという方が最近の流れとしては多く見られるようで

あります。しかしいつまでも空き状況を続けるというわけにはいきませんので、何らかの手を打た

なきゃならないなというふうには思うのですが、これに関してはどういうふうな思いでおりますか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 公営住宅の空き状況と経過でありますけれども、はごろも団地は旧病院の場所に建っている、お

年寄りと若い世代との住み分け住宅ということで平成１５年から１８年の間に建設をしたものであ

りますから、まだまだ建築してから１５年程度で新しい設備でありますが、今御指摘のありました

ようにかなり狭いというのがこれも事実であります。 

それと住宅そのものについては公営住宅の方で建設をしておりますので、当時のその公営住宅の

入居基準というが法律で決まっております。同居する者がいなければならないという基準が実はあ

るわけでありますが、これが２６年からその部分が削除されました。それによって少しやり方を今

後は変えていけるなとホッとしているところでありまして、ただそれを単純に全部開いていいかど

うかと場所によってちょっと言葉があれですけども、大きな公営住宅もあれば小さい公営住宅もあ

って、小さい部分はいいんですけど大きなところに１人でも入れるよということになってどんどん

どんどん申し込まれると、いざ世帯主の方が来たときに入れない状態が起きても問題が出てきます

ので、全部を同居の者が云々でなく、単身の方でも少し制限をつけながらそういう対応ができれば

何とかそういう部分をクリアしていきたいなというふうに私としては今考えているところでありま

すので、これからの所管の部分等で十分に中身を詰めて全体の入居に支障が出ないような形でのそ

ういう条件緩和ができる部分についてはやっていきたいというふうに考えております。 

ただ所得制限だとかそういうやつはいまだに法律できっちりと決まっていますから、これは修正

することができませんので我が町だけでそういう制約がない部分で求めているものもありますので

そういう部分について制約を解除できる部分については適切な条件の中で対応していくようにこれ

から検討をしていきたいなというふうに思っております。 

いずれにしろ、すべて条例の中に規定されています入居資格も基準も。ですから、もしそこら辺

を改正する見直しをするということであれば、条例を改正しなければその手続に入っていかなれな

いということもありますので、当然条例改正の段階では議会とも十分に相談をさせていただきなが

ら、そこら辺取り計らっていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思い
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ます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 公営住宅等に入るというのは必ずしも何でもかんでもありだよということにはならないというの

は私もわかりますし、条例等で決まっている部分というのも理解するところでありますが、今の状

況を見ると、このさくらんぼ団地に関しては１年以上空き状況が続いている。また家というのは空

いているとどんどんだめになっていきます。それで今町長が言うように世帯主の方が来たときに入

れない状況になったら困るということですが、こういった空き状況を踏まえた中で多少の余力を残

しておきながら貸していく部分、これは町長が移住定住ということでいろんな政策を進めてきた中

においても必ずしも家を建てられる方ばかりおるわけではありませんので、この辺も公営住宅等に

入居できるような施策を考えていかなければならないのかなとそういうふうに私は思っています。 

それとはごろも団地に関しても、いろんな考え方があると思うのですが、狭いということで６戸

中４戸も５戸も空いているというのはもったいないと。それで皆さんと見に行って解るわけなんで

すが、空間部分、階段部分を抜いて両側に３戸ずつ入っているのですが、これを２戸ずつにして広

くするという手もあるのですが、実は下に高齢者の方が入っているのでなかなか工事等真ん中の部

屋をつぶして両側に足すなんていうのは工事等も大変ですし、下の床部分がそれを壁面をつくるこ

とに耐えられるかどうかというのも全くわからない状況であります。それでお金もかかるというこ

とでこれはちょっと難しいのかなというふうには思うのですが、最近の特公賃の単身者住宅という

のがほとんど空きがない状況で１戸空いたらすぐ埋まる、１戸空いたらすぐ埋まるという状況がし

ばらく続いております。それでまた単身者住宅を新たに建てるということになれば、これもまたな

かなかお金のかかる問題でもありますし難しい問題かなというふうなことを考えたときに、やはり

今のはごろも団地の２ＤＫの住宅を単身者、特公賃の単身者住宅というのが今２万１千円で家賃が

決まっておるわけですが、はごろも団地については２万１千円ということじゃなくて３坪ぐらい広

いのかな、ということであれば例えば２万１千円でなくて、２万３千円とか２万４千円で単身者の

方にでも提供してはどうかと。ただし全部埋めないで余力を残しておいて貸すということができれ

ばなというふうには思うのですが、このへんのことに関しては町長はいかがですか。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 なかなか難しい話かなというふうに思っているところであります。確かに単身者の住宅部分もほ

とんど今満杯状態、それから特賃の方も満杯状態で空き家が出てきてなかなかこないという状況の

中にありますから、今お話がありましたようにはごろも団地のああいう狭いところについては単身

者用に振り向けたらというようなこれもひとつのアイデアとしては非常にいいアイデアかというふ

うに思いますが、やはり当時建てたときのいろんな補助要綱、要件があるものですから。ただひと

つは２６年から公営住宅法が改正になって、同居でなくても入れますよというところができました
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ので、そこをうまく活用しながら単身者の方々が入りやすい形を求めていければなと。そんなとこ

ろしかないのかなというふうに思っております。もうひとつネックになっているのはやはり所得制

限なんですよ。やはり単身者の方でもそれなりの所得を持っている方がたくさんおりますから、単

身者だから今度は制度が緩和されたからすぐ入れるぞという単純にはいかないわけで、所得が今１

５万８千円ということになっていますので、それを超えた方はやはり公営住宅には入れない。特賃

住宅かそちらの方の空きを待つより仕方がないという形になってきます。 

それを少しでも解消したいということで民間の賃貸住宅を建ててもらってそれに支援をしてとい

う形を模索してきているところでありますけども、現状としてはそこらへんがまだすべてのネック

を取り払うわけにはなっていないということも御理解をいただければというふうに思うところであ

ります。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 この１５万８千円というのはもう決まっていて解っているのですが、ただ何もしないでこの状況

が続いているということは、私はちょっと違和感がありまして、町長も解っていると思うのですが、

この人口減少に関していろんな施策を行っておりますが、清里の町の人口が大体年に６０人前後ぐ

らいは減っている状況なんですよ。若しくは６０人以上の年もあります。現在４千人の町になって、

ますます町が寂しい町になりつつあるのかなというふうには私思うのですが、こういった空き状況

を踏まえた時に何とかよその町からでも入れて埋めていくような手法を考えていかないと、町長自

身がこれは難しい問題ですねと言っていたら前に進まないんですよ。 

清里、斜里、小清水の中で単身者の方でも妻帯者の方でも清里に住みたいという方がいっぱいい

ます。私の周りの中でもいます。単身者でもいます。ただ単身者の場合は仕事が清里にないと公営

住宅に入れない、特公賃にも入れない。かといって民間があるかといったらない。去年おととしで

すか、建ちましたけどもあそこも単身者としては４戸しかない。それで家賃が４万５千円の共益費

が３千円、４万８千円です。あそこも２ＤＫです。やはり公住から比べると倍とまでは言わないで

すけど、倍近い金額の家賃なんですよ。そうするとやはり環境から考えて、斜里・小清水から清里

に移りたいけど仕事が小清水にあるから移れないんだと入れてくれないんだと。清里町は人口が増

えるのにどうして入れてくれないんだという疑問をぶつけられることがあるんですよ。 

町長が前から言うように本当に移住定住、人口問題を考えたときにこういったことを言っている

人たちをやっぱり受け入れるような施策を何とか考えていかないと、ますますじり貧な町になって、

あげくは３千人台、３千５００人の町になったときにあれをしたいこれをしたいと言ったって周り

にも人がいないような状況になっちゃう。こういうことを考えたときに、町長はこの問題は今後ど

ういうふうに考えていくべきなのかという、まず考え方をお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 清里町における住宅政策でありますけれども、基本的に公営住宅は公営住宅法に基づいて住宅に

困窮をしていて、かつ定額の所得者向けの住宅として補助をするからやってくださいと、こういう

大前提があるものですから、そこをやっぱり法に従って管理をしていかなきゃならないというふう

に思っております。仮に住宅の中身を用途変更して直して違う用途に住宅は住宅ですけど、ガラッ

と変えてしまう、内装を変えたりそのぐらいはいいですけども、ガラッと坪数を変えてしまったり

するようになるとこれは用途変更になりますので補助金を返還して用途変更をするという形がどう

しても求められてしまうと。そうなれば次の建てたい時に用途変更までするようなところではとい

うことで、次借りられなくなる、補助金をですね。そういうことも我々としては事務的に整理をし

ていかなきゃならんというふうに思っておりますから、住宅政策そのものを公営住宅の中で全部や

ろうとすると無理が生じて来るというふうに思いますので、それ以外のいろんな民間の力を借りた

り、当然行政としてやれる範ちゅうで公営住宅でなくて単独で町がやると、単費でやるというのも

１つのやり方で、今どうしても補助金をもらってやっていますから補助金撤回法に触れてきますの

で余りのことをやると。だからそこら辺はそのやれる範ちゅうの中でしか方法がないので、また違

う角度からの住宅政策を考えてやっていかなければならないだろうというふうに思っております。 

できれば民間の方にどんどん建ててもらって、それを行政が支援をしていくだとか、また最近は

流行らなくなりましたけどもＰＦＩだとか、そういうような方式でやっていただくとかいろんな方

式もあるわけでありますので、違う角度からの切り込みをやっていかなければこの公営住宅の中で

対応だけではおさまりきらない状況になってきているというふうに思うわけでありますので、これ

らについて、今後内部的にも十分相談をしながら、どんな手法が良いのか、どれが最も効率的にや

れるのか勉強させて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） 

 町長が言われるように法律の問題点というのが高い山がいっぱいありまして大変だというのは私

もわかるのですが、でもやってやれないこともないのかなというふうに思ったり、そのふれあい団

地に関して、去年ですか町長が認めてくれたことにより緩和された状態で入居された方もおります。

やはりここは町長がある種認めていけば何とか環境も変わるのかなというふうには思います。はご

ろも団地の単身者に何とか貸してあげたらいいんじゃないかなということもひっくるめて検討して

いただきたいというふうに思います。 

先日もう１カ月近くになりますか、２月の２４日最後の住民大会ということで町長がアンダー３

０の方４名と座談会を公開で行いました。この座談会の一番最後の部分で、ある一人の方が櫛引町

長の清里町に対する一番の今の思いはなんですかという質問をしたときに、町長は町に人口が増え

ることが一番望ましいと答えているんですよ。今回の公営住宅の総括で質問するときに、やはり空

き状況が１年以上も続いていることと、それからよそからの町の人をこうやって清里に来たいとい

う人を受け入れて単身者ばかりでなく妻帯者の方も受け入れて公住が埋まることが一番望ましいの

かなというふうに思っています。そういうことをやはり私自身も考えているわけですから、当然町

長も考えているだろうなというふうに思っています。 
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先ほどから、民間の力を借りながら、そして法律の壁もあるということでいろんな答弁をされて

おりますが、実は型にはまってそれに偏ってしまうとうちの町は人口がそんなに増えていかないか

なというふうに私自身が思いますので、この部分に関してこの公営住宅に関しての質問はこれで終

わりますが、町長の考え方をもう一度お聞かせいただきたいというふうに思っています。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

先日行われた住民大会でのアンダー３０の皆さんとの話し合い、大変有意義な話し合いをさせて

いただきました。そして最終的な取りまとめの段階で清里町のこれからの課題はというときに今お

話しいただいたように、やはり清里に多くの人が来てもらって人口が増えることが一番これからの

目標ですというふうに答えた、そのとおりであります。気持ちは全く今も変わっておりませんし、

そのとおり執行していかなきゃならんというふうに考えているところであります。全体として、い

ろんなものが総合的に連携をしてはじめて全体のまちづくりができ上がるというふうに思っており

ます。移住定住も大事ですし、医療福祉も産業の振興も教育も子ども子育ても全体として、清里町

は本当に住んでいて良かったとそういうふうに実感をしてもらえるようなまちづくりを進めていく

ためにも全体のバランスの良い行政をやっていかなきゃならんというふうに思っているところであ

ります。 

その中の１つの住宅政策でありますのでこれらも、全体的にはそういうような方向に向けた中で

少しでもその法的に障りのないところ、そういう部分でわが町独自で定めている部分もありますか

ら、緩和のできるものは緩和をしながら皆さんによりよく使っていただく利用していただけるそん

な方策も引き続き考えていきたいと思っていますし、時期によっては先ほど言いましたように条例

改正が必要な部分もありますので、そういう部分を含めて議会ともそこら辺の内容を十分詰めてい

きながら、より良い方向を探っていきたいというふうに考えておりますのでご理解をいただきたい

と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） 

 今の質問に関して町長に答弁をいただいたのですが、バランスの良いまちづくりをするためには

やはり人が多くいなければならないというのが基本だというふうに私は思っていますので、今後そ

ういった方向に関していろんな検討を重ねていっていただきたいというふうに思います。 

続いて２点目の清里高校の総合支援ということに関してお伺いしたいと思いますが、町はこの数

年間清里高校の存続に向けてさまざまな支援補助を行ってきました。しかし先日の常任委員会にお

いて平成３１年度以降の総合支援対策事業について見直し素案ということで提案されておりました。

まずはこの案について町長も当然御存じだと思いますが、今のまず考え方をお聞かせいただきたい

というふうに思うのですが。 
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○議長（田中誠君） 

 町長、櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 清里高校の課題でありますが、町において清里高校の支援対策というのは平成１６年からスター

トをいたしております。このスタートした理由というのは、清里町の高校の間口を２間口を維持し

なければならんということで２間口確保のための対策を打ったというのが実情でありまして、その

後５年間その対策を打ってきましたが、現状として２間口を確保することができなかったというこ

とで、５年後には１間口の地域キャンパス校に指定をされたと。地域キャンパス校というのは、１

間口２０人を１つの基準としながら２０人以下に連続してなれば統廃合の対象になるけれども、そ

れ以上であれば統廃合の対象にはならない、そしてキャンパス校の理由にはよその学校に通うこと

が極めて困難で地元の進学率が高い学校ということでの指定になったわけであります。ですから２

０名以上コンスタントに子どもさんが入学をしていただければキャンパス校としてはずっと未来永

劫にわたって残っていけるということにはなったわけですけども、１間口という形にも相なったわ

けであります。ただその後推移をしていく中で、２０人を切りそうな状況が起きてきたというよう

なことの中で、改めて平成２４年に現行に近い総合支援対策をやりながら、なんとか１間口２０人

以上は確保しなければならないということで今日までいろんな対策を打ってきたわけであります。 

そうこうしているうちに小清水高校の廃校が決まりました。そして２８年から募集停止に相成っ

たわけでありまして、小清水の方からもかなりの子どもさんたちが清里に来てくれるようになりま

した。またそれに合わせて清里もバス路線をバスでの通学を支援するなり新たな対策も打ってきた

わけでありますが、今現在においても４０人要はもう１人、２人増えると２間口というところまで

いっていますが、キャンパス校としての１間口が確定しておりますので、よほどのことがない限り

何人か増えたぐらいでは２間口ということにはなっていかないということに理解をしているところ

でありますが、いずれにしろそういう形の中で徐々に情勢が変化をしてきております。 

そしてまたキャンパス校は３０年から地域連携特例校という名称に変わりました。これは変わっ

てどうなったかというと、基本的にはキャンパス校と同じなのですが、今度は１間口１０人以上で

あれば存続をさせるというふうに条件が変わってしまったというようなこともあります。私は１０

人だからいいじゃないかということにはならないと。教育ですからある一定の人数が必要だなとい

うふうに思っていますから、単純に人数が変わったからそれでクリアしたからいいんだというふう

には思っていませんので、そういう中においてもただ全体の条件は変わってきつつあるし、高校の

方とも話をした中でいろんな支援対策についても見直すべきものは見直しながら、有効に進めてほ

しいという意見等もいただいておりますので、そういう中で見直すべきものは見直しをしながら進

めていければなということで、教育委員会の方とも相談をしながらこういう手法ではどうでしょう

というお話を申し上げたんではないかというふうには思っておりますので、それらについて来年の

募集等もありますので、余りいつまでもというわけにいきませんから一定の期間のうちにそこを固

めて募集体制に入っていきたいというふうに考えているところでありますので、これらについても

今後具体的な提案をさせていただき、相談をさせていただけばというふうに思っております。なお

具体的な支援の内容等々経過等については、教育長より答弁をさせますのでご理解をいただきたい

と思います。 
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○議長（田中誠君） 

 教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

ただ今、町長の答弁にもありましたとおり、３１年からの生徒の募集ということになりますと、

本年５月ないし６月ぐらいからは次年度に向けた募集活動が開始されるということでございまして、

教育委員会内部そして清里高校とも協議する中、また清里高等学校総合支援連携会議という組織、

教育委員そして中高の校長教頭などが入る組織でもって、この３１年からの中身について数回に渡

り協議を重ねてきているところでございます。 

その中で見直しに当たりまして基本的な考えといたしましては、毎年清里町ならびに小清水から

の来る生徒が多いものですから、清里・小清水の中学生を対象にアンケート調査、高校の進学に関

するアンケート調査を毎年実施しております。そういった結果を踏まえて内容の検討を行っており

ます。また先ほども申し上げました清里高校としてどういった学校を目指す生徒像はどういったも

のかというようなこともお伺いをしながら、清里町が望む高校の清里高校の姿を明確にしまして、

それに沿った支援内容としていきたいと。そしてやはり地元からの進学率、地元の生徒が進学した

いと思える高校を目指していきたいというふうに考えています。 

また現状におきましては各種施策を特に３年前から打ってきている関係で、非常に支援策の経費

負担も増高しているところでございます。そういったことでできれば負担軽減を図りまして将来的

にも持続可能な施策にしていきたいということを基本とし、考えているところでございます。そう

いうことで常任委員会でもお示ししました現在における連携会議等の組織での審議内容、また学校

との協議ということを踏まえた見直しの案ということでお示しをし、さらに議会の方からも御意見

をいただきながら３１年からの支援内容を定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） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 まず今町長の答弁をいただいた後に教育長が答弁されたのですが、これは平成１６年からいろん

な補助をしているという話ですが、今の教育長の話を聞いていると地元の方に多く来てもらいたい

ということをおっしゃっていました。 

じゃあ最初補助する時、平成２４年すごく少なくなって２０人を切りそうになった時こういうふ

うに思いましたか。そうじゃないでしょう。地元の人だけでなくて地方からもいっぱい来てもらい

たい、それで何とか存続させたい。そこがまず念頭にあったからいろんな補助があったんですよ。

網走から来る子に通学補助、それから制服等の補助、いろんな補助をしていたわけでしょう。無く

なるかもしれない、なくなっちゃ困るということで。それでキャンパス校から名称が変わって人数

が少なくなったんですよね、今度。間口を何とか増やしたいということで道教委行ってお願いして、

でも去年の春、確か２人足りなくて、これからはもう１間口しかないんだと２間口の要請もできな

いという状況だったんです。この１０年・１５年の間にいろんな状況が変わっているんですよ。先
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ほども町長も言っていましたけども、２０人を切りそうになったときもありました。それで補助を

したいと。毎年人がいるからこうする、人が少なくなったらこうする。そうじゃなくて一貫性を持

ってやらないと。どうもそこら辺が納得できなくて、今回まだ決まっていない５月６月までには何

とか指針を決めたいということで、私あえて総括でこの問題をしたんです。 

まず海外派遣研修旅行。今まで１年生希望者全員、新しい素案見ましたら中高各５、６名程度、

これ希望者２５人もいたらどうします。２５人のうち５人行って２０人余ったら。なんだよ清里高

校、去年までは全員連れて行ってくれたのに、なんで今年からこんなになっちゃうわけ。それで姉

妹の中にも自分の姉はニュージランド海外研修行ったけど私は行けない、こういう状況になります

よ、必ず。こういうふうに変えることなく今まで支援してきたやつ、いっぱいあるじゃないですか。

こうやって見たら、受験料の全額補助だとか国公立の大学入学補助は今回廃止って書いていますけ

ども、本当にすばらしいな、清里高校の補助はって私は思ったんですよ。海外派遣にしても１０万

円のファミリーカードにしても清里の町民だけとか、違うでしょう。２０人切りそうになった時に

よそからも来てもらいたいから、よその人にも配っていたわけでしょう。それを忘れているんです

よ、もう。このままの状況で出されるならば私は大反対します。それに対して答えていただきたい

というふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、町長。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ３年に１回ずつ全体の総合支援対策を見直ししながら、今までも進め、また時折々の必要なもの

についても進めてきたということでありました。今回もちょうど３１年から新たにスタートしたい

というようなことで教育委員会を中心としながら見直し原案を素案というものも作成をし、それぞ

れの意見調整を今しているという段階でありますから、これから委員会の中でがっちり詰めてもら

ってどこに落としどころがあるのか、そこら辺も踏まえながらこれからの対応をしていければなと

そんなつもりでおります。１回決まったから全てが全部踏襲をしなければならんということでもな

いし、新たなものも必要になれば必要な対応をしていかなければならんというふうに思っておりま

すので、そこら辺大所高所議論をした中で最終的な案を固めていきながら次の募集に向けた対応を

進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 あくまでもこれは素案ですから決定事項ではありませんので、今後まだまだ見直していってほし

いなというふうに思います。ただ先ほども私言いましたけれども、本当にある程度入学者が安定し

てきたから、極端に言うとお金のかからないような支援をやめてしまうとか、やっぱり清里高校に

行きたいという人もいっぱいおります。小清水にもいっぱいいるはずなんですよ。そういう人たち

を今まで支援してきた中身を多少の変更だったら私もいいのかなというふうに思いますよ。３年計

画ごとに組みかえていくということであれば。これも当然時代の流れによって変わっていくという



252 

のもわかりますけども、やはり目玉でやっていた事業だけはやめていってほしくないなという思い

もありますので、今後そういうことを十分に踏まえた上でやっていただきたいと、それが私は町民

サービスじゃないかなというふうには捉えておりますのでそこら辺十分に考えてやっていただきた

いというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君） 

 はい、教育長。 

 

○教育長（岸本幸雄君） 

 今後また常任委員会の方でも中身につきまして議論をさせていただきたいというふうに考えてお

りますけれども、先ほど池下委員何点かおっしゃっていたことにつきまして、若干私の方から触れ

させていただきたいと思います。 

確かに議員おっしゃるとおり、平成２４年に入学者１６名、そして２７年には１２名といわば危

機的な状況になったわけでございまして、その折に私も直接議員の皆様の前で３年間の支援策につ

いて説明をさせてお願いをしたところでございます。その中でやはり地元の子を出来るだけ増やし

たいということは根底からございますけれども、ただその前に高校が無くなってしまっては元も子

もないということで他町からも生徒を呼び込むことが必要となったと。またこれは地元の子が清里

高校に行くにあたって小中とずっと同じ仲間同士だけの高校にはやっぱり行きたくないと、いろん

な人と交流する中の高校生活を望んでいるというアンケート調査も踏まえた中で、ある程度町外か

らの生徒の呼び込みも必要だということの中で支援策をうってきたところでございます。そういっ

た中で小清水高校が募集停止となりまして、通学バスを運行したことによって予想以上に小清水町

からの生徒が入ってきたというのが現状でございまして、そんなことで２間口を要望したというこ

ういった経過もございます。そういった現状としてのこの流れ、小清水町からの流れというのも今

後とも清里高校としての内容的に小清水町教育委員会にもお伺いしましたころ、評判も良いという

お話でございますので、そういった中では今後もこういった流れは見込めるのかなというふうに考

えているところでございます。 

そういったことと先ほども申し上げました持続可能な施策をうっていく必要もあるということで、

経費の節減も必要になってくるというふうに思っておりますし、あと海外研修の関係につきまして

はこれまで１年生全員でやってきた中でこれだけ４０名というような人数になってきますと、中に

は生徒の意識としましてはみんなが行くから自分も行くかというようなことで余り意識の高くない

ような生徒も現実としてはおります。そういったことで事前研修の段階におきましても高校として

も非常にその辺は苦慮をされ、実際の研修旅行の中でも素行が余り良くなかったりだとかといった

ケースも見られるということで、やはり生徒が意欲を持って研修をすることによって、この事業効

果というのは非常に高いということ。これは平成２３年まで行っておりました中高生の選抜での海

外研修旅行でやはりその成果実証がされていたわけでございまして、そういったことでこの事業効

果をやはり原点に戻って実施をしていきたいと。さらに受け入れ側の事情といたしましても大人数

ではホームステイがどうしてもできないということになりまして、さらにこの効果的な部分が事業

効果としてホームステイができなければ単なる海外旅行的なものになっているというのが実態とし

てあるわけでございます。そういったことでこの海外研修につきましてもある程度意欲を持った生

徒そして中学生でも地元の中学生、本当に行きたいという生徒もおりますので、そこも機会を与え
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てあげたいということでこういう案を示させていただいております。全般的に今の施策からすると、

縮小する傾向の内容となっておりますけども、今後またこの部分につきましても拡充する部分も含

めて皆様と検討協議をさせていただきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いをいた

したいと思います。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君） 

 池下昇君。 

 

○５番（池下昇君） 

 今教育長の答弁を聞いていて非常に聞きづらかったんですが、ホームステイの話をされて、４０

人行く前からホームステイできないのは最初から解っていたはずなんですよ。最初からホームステ

イは４０人行ったらできないというのは解っていた。解っていた上でこの事業をやったんですよ。

なぜやったか。うちの町の高校を維持するための施策だったんですよ。それで維持できるようにな

ったらそういうふうに理由をつけて向こうのホームステイ先が４０人も受けられないと。私はちょ

っと理由としてはおかしいなというふうに思います。ただこれは見直し素案ですから。常任委員会

で一発で決まるわけではないというふうには思っていますので、今後常任委員会でいろいろと議員

全員で協議していければいいかなというふうに思っていますので、後の話は常任委員会でやりたい

というふうに思います。 

今この２項目について総括質問をさせていただきましたが、先日までの平成３０年度の予算の中

で何ヶ所か予算について各議員からたびたび厳しい意見が出され、紛糾した項目もありましたが、

まずもって平成３０年度ももうすぐスタートするわけですから、行政が一丸となって町民の幸せの

ために一生懸命働いていただきたいということを願って、私の総括質問とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

 

○議長（田中誠君） 

他ありませんか。以上で、議案第２４号 平成３０年度清里町一般会計予算から議案第３０号 平

成３０年度清里焼酎事業特別会計予算までの各会計予算についての質疑を終結します。３時１０ま

で休憩といたします。 

 

休憩  午後 ３時 ２分 

                             再開  午後 ３時１０分 

 

 

●日程第３  議案第４号 

○議長（田中 誠君） 

 会議を再開いたします。 

日程第３ 議案第４号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第４号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は、原案のとおり

決定することに、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って、議案第４号 清里町介護保険条例の一部を改正する条例は原案のとおり

可決されました。 

 

 

●日程第４  議案第６号 

○議長（田中 誠君） 

日程第４ 議案第６号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第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。従って、議案第６号 清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例条例の一

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５  議案第２４号 

○議長（田中 誠君） 

日程第５ 議案第２４号 平成３０年度清里町一般会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

 

 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

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） 

起立多数です。従って、議案第２４号 平成３０年度清里町一般会計予算は原案どおり可決され
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ました。 

 

 

●日程第６  議案第２５号 

○議長（田中 誠君） 

日程第６ 議案第２５号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第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。従って、議案第２５号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計予算は原案と

おり可決されました。 

 

 

●日程第７ 議案第２６号 

○議長（田中 誠君） 

日程第７ 議案第２６号 平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第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。従って、議案第２６号 平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計予算は原

案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第８  議案第２７号 

○議長（田中 誠君） 

日程第８ 議案第２７号 平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 
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○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第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） 

 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第２７号 平成３０年度清里町後期高齢者医療特別会計予算は原案と

おり可決されました。 

 

 

●日程第９  議案第２８号 

○議長（田中 誠君） 

日程第９ 議案第２８号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第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。従って議案第２８号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計予算は原案のと

おり可決されました。 

 

 

●日程第１０  議案第２９号 

○議長（田中 誠君） 

日程第１０ 議案第２９号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第２９号を採決します。この採決は起立によって行います。本件は原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中 誠君） 

起立全員です。従って議案第２９号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計予算は原案

のとおり可決されました。 
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●日程第１１  議案第３０号 

○議長（田中 誠君） 

日程第１１ 議案第３０号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算を議題とします。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

(「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

これから議案第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。従って議案第３０号 平成３０年度清里町焼酎事業特別会計予算は原案のとおり

可決されました。 

 

 

●日程第１２  意見案第１号 

○議長（田中 誠君） 

日程第１２ 意見案第１号、地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤

職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書についてを議題とします。 

本件について、提出者の報告を求めます。総務文教常任委員長 勝又武司君。 

 

○６番（勝又武司君） 

 総務文教常任委員会提出の意見案第１号を説明します。議会提出議案をご覧ください。 

意見案第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職の非常勤職員の処

遇改善と雇用安定に関する意見書。 

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案書を提出するものとする。平

成３０年３月１５日提出。清里町議会総務文教常任委員会委員長 勝又武司。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を説明します。 

１、地方公務員法及び地方自治法の一部改正について改めて制度変更について、計画自体に対し周 

知徹底するとともに実態の把握に向けて必要な調査等を行うこと。 

2、新たな一般職非常勤職員制度によって必要となる税財源については地方財政計画に反映させる 

など、その確保を確実に行うこと。その際自体が運営する地方公営企業や地方独立行政法人に雇 

用される職員もその対象とすること。 

３、一般職非常勤職員への移行にあたっては、現に任用されている臨時非常勤等、職員の雇用確保 

及び労働条件を維持するよう各自治体に対し適切な助言を行うこと。また人材確保及び雇用の 

安定の観点から引き続き検討を行うこと。 

４、非正規労働者の格差是正を求める同一労働、同一賃金の法改正の動向を踏まえ、パートタイム 

労働法の趣旨を一般職非常勤職員に適用させるよう、更なる地方自治法の改正を行うこと。以上
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です。 

 

○議長（田中 誠君） 

 これから質疑を行います。 

(「なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。この意見案については、討論を省略し採決したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常

勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書については、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（田中誠君） 

 お諮りします。 

 ただ今、可決されました意見書の提出先並びに内容の字句等については、その整理を要するもの

については、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定しまし

た。 

 

 

●追加日程第１  議案第３１号 

○議長（田中 誠君） 

 町長より議案第３１号、平成２９年度清里町一般会計補正予算（第７号）が追加提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり）  

○議長（田中 誠君） 

 異議なしと認めます。 
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 議案第３１号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。       

 

○議長（田中 誠君） 

 追加日程第１ 議案第３１号 平成２９年度清里町一般会計補正予算（第７号）を議題 

とします。 

 

○議長（田中 誠君） 

 提案理由の説明を求めます。 

 企画政策課長。 

 

○企画政策課長（本松 昭仁君） 

 ただ今上程されました、議案第３１号 平成２９年度清里町一般会計補正予算第７号につきまし

て、提案理由の説明を申し上げます。補正予算の総額は第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出そ

れぞれ２千５９２万６千円を追加し、予算の総額を５４億６千３７７万２千円とするものでござい

ます。第１条第２項につきましては後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。第２条の繰越

明許費につきましては、議案書を１枚めくっていただいて、次のページをご覧ください。第２表繰

越明許費、１２款災害復旧費、１項災害復旧費、暴風雨融雪災害復旧事業５００万円につきまして

は、年度内の工事完了が困難であるため繰り越しを行い、平成３０年度予算執行を行うものでござ

います。 

それでは歳入歳出補正予算の内容について御説明申し上げます。はじめに今回補正提案させてい

ただく事業の内容について御説明申し上げますので別冊の審議資料をご用意ください。５款農林水

産業費、１項農業費、１目農業振興費。畑作構造転換補助事業につきましては、北海道の畑作構造

転換補助事業に係る農業機械導入支援に記載の２団体が公布内定を受けたことから事業費４千１７

１万のうち２分の１、２千８４万６千円を計上するものございます。なお財源につきましては、全

額北海道の支出金によって充当されるものでございます。１２款災害復旧費、１項災害復旧費、１

目災害復旧事業費、暴風雨融雪災害復旧事業につきましては、去る３月９日に発生いたしました暴

風雨融雪災害における復旧事業に係る経費でございまして、水中ポンプの借り上げ及び記載箇所延

長における舗装の打ちかえ工事を行うものでありまして、それぞれ合わせて５０８万円を計上する

ものでございます。 

それでは続いて事項別明細書により御説明申し上げるところでございますが、歳出につきまして

はただいま御説明申し上げさせていただきましたので省略させていただき、歳入のみ説明をさせて

いただきます。別冊の補正予算に関する説明書を御用意いただき、ピンク色の紙をお開きください。

歳入については総括表にて御説明を申し上げます。下段の１４款、道支支出金２千８４万６千円の

補正は特定財源であり、上段の９款地方交付税、５０８万円の補正は一般財源として所要額を計上

するものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（田中 誠君） 

これから質疑を行います。 

(「質疑なし」との声あり） 
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○議長（田中 誠君） 

質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中 誠君） 

これから討論を行います。 

(「討論なし」との声あり） 

○議長（田中 誠君） 

討論なしと認めます。 

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。従って議案第３１号 平成２９年度清里町一般会計補正予算（第７号）は原案の

とおり可決されました。 

 

 

●閉会宣言 

○議長（田中 誠君） 

これで本定例会の日程は、全部終了いたしました。会議を閉じます。 

平成３０年第１回清里町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

 

（午後３時２９分閉会） 

 

 

 


