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令和元年第４回清里町議会定例会会議録（９月１７日 １日目） 

 

令和元年第４回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  岡 本 英 明    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  古 谷 一 夫    ７番  村 島 健 二 

    ３番  伊 藤 忠 之    ８番  前 中 康 男 

    ４番  堀 川 哲 男    ９番  田 中   誠 

     

   

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。 

５番  池 下   昇 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

なし 

 

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

    町 長    引  政 明 

教 育 長   岸 本  幸 雄 

     代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    農 業 委 員 会 長   森 本     宏 

    選 挙 管 理 委 員 長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   本 松  昭 仁 

    総 務 課 長   藤 代  弘 輝 

  企 画 政 策 課 長   伊 藤  浩 幸 

    町 民 課 長   熊 谷  雄 二 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田  成 人 

     産 業 建 設 課 長   河 合  雄 司 

    焼 酎 醸 造 所 長   清 水  俊 行 

    出 納 室 長   永 野    宏 

        生 涯 学 習 課 長   原 田  賢 一 
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    監査委員事務局長   溝 口  富 男 

    農業委員会事務局長    河 合  雄 司 

    選挙管理委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長     溝 口  富 男     

書 記   世 良   奈都子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   選挙第 ５号 清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

   報告第 ２号 平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

同意第 ６号 清里町教育委員会委員の任命について 

   承認第 ８号 令和元年度清里町一般会計補正予算（第２号）専決処分承認について 

   一般質問    （４名７件） 

議案第３４号 清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

議案第３５号 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第３６号 清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例 

議案第３７号 令和元年度清里町一般会計補正予算（第３号） 

議案第３８号 令和元年度清里町介護保険事業特別会計計補正予算（第１号） 

議案第３９号 令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計計補正予算（第２号） 

  議案第４０号 令和元年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４１号 令和元年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４２号 令和元年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第４３号 令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号） 

   認定第 １号 平成３０年度清里町一般会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ２号 平成３０年度清里町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ３号 平成３０年度清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て 

   認定第 ４号 平成３０度清里町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ５号 平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   認定第 ６号 平成３０年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て 

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

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君)  

ただいまの出席数は８名です。 

ただいまから、令和元年第４回清里町議会定例会を開会します。 

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

 

●日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君)  

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

より、議長において、２番 古谷一夫君、３番 伊藤忠之君を指名いたします。 

 

  ●日程第２ 会期の決定について 

○議長（田中誠君)  

日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

本件について委員長の報告を求めます。議会運営委員会委員長 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

議会運営委員長より報告させていただきます。本定例会は決算認定が提出される議会であり、一

般質問、決算審査、その他一般議案などから判断して、本定例会の会期は、本日より９月 20日ま

での４日間とすることが適当と思われます。 

以上が議会運営委員会の結果でありますので報告いたします。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から９月 20日までの４日間としたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から９月 20日までの４日間に決定しました。 

 

●日程第３ 議長諸般の報告 

○議長（田中誠君)  

日程第３、議長諸般の報告を行います。議会事務局長。 

 

○事務局長（溝口富男君） 

議長諸般の報告５点についてご報告申し上げます。 

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）北海道町村議会議員研修会について。６月25日札幌市において開催され、全議員が出席
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しております。記載の内容の講演２件が行われ、研鑽を深めたところです。 

（２）斜里郡３町正副議長会議について。７月５日、小清水町において開催され、田中議長、前

中副議長が出席し、３町の共通する課題等について協議を行いました。 

（３）北海道町村議会新任議員研修会について。７月 22日、網走市において開催され、新任議

員が出席し、記載の内容について研鑽を深めたところです。 

（４）オホーツク圏活性化期成会夏季要望について。８月２日、東京都において行われ、田中議

長が総務班として参加しております。地元選出国会議員及び関係省庁に対し、記載事項についての

要望を行いました。２ページになります。 

（５）北海道町村議会広報研修会について。８月20日、札幌市において開催され、記載の議員

が出席しております。記載の内容の講演が行われ、研鑽を深めたところです。 

（６）一般事務組合の会議等、（７）その他の会議行事等について。記載の会議行事に議長をはじ

め、各議員が出席をしております。３ページになります。 

２点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況について。（１）総務文教常任委員会から（３）

議会運営委員会まで、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。４

ページになります。 

３点目、平成 30年度清里町教育委員会の活動状況に関する点検評価報告書の提出について。 

５ページの議長宛ての文書のとおり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、別冊

のとおり提出がありましたので、ご報告いたします。 

４点目、例月現金出納検査の結果について。令和元年６月分、７月分、８月分について、６ペー

ジから８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。  

５点目、令和元年第４回清里町議会定例会説明員等の報告について。９ページのとおりとなって

おりますので、ご参照いただきたいと存じます。以上で報告を終わります。 

 

○議長（田中誠君)  

これで議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４ 町長一般行政報告 

○議長（田中誠君)  

日程第４、町長一般行政報告を行います。町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

それでは、町長の一般行政報告について申し上げます。まず大きな１の主要事業でございます。

１点目の網走厚生病院での脳神経外科の開設についてでございます。網走脳神経外科リハビリテー

ション病院が、５月１日をもって、網走の丘総合病院となり急性期の脳神経外科手術を休止したこ

とにより網走市、大空町、小清水町、斜里町、清里町の１市４町の首長において、網走保健所管内

に、急性期の手術のできる脳神経外科医は絶対に必要との判断から、二次医療病院であり、かつ、

公的病院でもあります網走厚生病院での脳神経外科の開設を、北海道厚生連を通じ、要請をしてき

たことは既に御案内のとおりでございますが、開設に当たっての条件など、具体的な内容の協議が

整ってまいりましたので、その概要を報告させていただくものでございます。開設の要請先であり

ます北海道厚生連及び網走厚生病院より、開設に当たっての条件として１市４町にて医療機器、備

品などの機材の購入に係る事業費を負担すること、脳神経外科の運営において収支実績に損失が発
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生した場合は全額の財政支援を行うこととの条件が示されましたので、これらの財政負担について

関係市・町において債務負担行為の議決をもって、１市４町と北海道厚生連で脳神経外科医の医師

派遣医療機関とにおいて協定の締結を行い、令和元年度内に開設に向けて準備を進めて参りますの

でご理解を賜りたいと存じます。 

次に、２点目の日本で最も美しい村連合の定期総会についてでございます。６月 27 日から 29

日の日程で、奈良県吉野町で開催されております。27 日には、定期総会の前日行事として理事会

及び各ブロック担当者会議の開催と、加盟 63地域及び協賛企業の代表者による懇談意見交換が開

催されております。28 日には定期総会が開催され、記載の４議案について可決承認をいただき閉

会したところでございます。なお、総会の閉会後には基調講演と分科会が開催され、夕方からは各

加盟町村及び地域からの特産品を持ち寄っての全体交流が開催されております。また最終日の 29

日には各コースに分かれて視察研修が行われ、全ての行程を終了したところでございます。 

次に、３点目の令和元年度斜里地区消防組合議会第３回並びに第４回の臨時会の結果についてで

あります。第３回の斜里地区消防組合議会臨時会は、７月８日斜里町総合庁舎３階議事場にて開催

されております。付議案件につきましては、①、②の２件でありまして①では財産の取得であり小

清水分署で実施をいたしました高規格救急自動車に係る艤装と積載機材の取得に関して議決承認を

いただいたものでございます。②の一般会計補正予算につきましては、斜里本署の救急車両の購入、

退職手当組合の追加負担金、清里分署費においては新規採用職員に係る消防学校への研修費、貸与

被服等の購入経費、清里消防団費において団員の被服の経費、清里分署施設費においては事務所の

改修費など総額８千 161 万６千円を補正し、予算の総額を９億 803 万５千円としたものでござ

います。第４回の斜里地区消防組合臨時会につきましては８月８日、同じく斜里町総合庁舎３階議

事場にて開催されております。付議案件につきましては記載の１件でありまして、斜里本署で実施

をいたしました高規格救急自動車と積載資機材の取得に関し、議決承認をいただいたものでござい

ます。 

次に、４点目の北海道横断自動車道北見・網走間建設促進期成会夏季要望についてであります。

７月 31日、８月１日の両日にかけ記載の要望先に関し、期成会構成の各首長及び議長により整備

の促進と予算の確保についての要望活動を実施したものでございます。なお、本年度は特に女満別

空港から網走市までの計画段階評価の実施と、当面着工しない区間とされております足寄・陸別間

の解除について強く要請をしたものでございます。次のページをお開きねがいます。 

５点目の女満別空港利用促進要望についてでございます。８月１日、全日本空輸株式会社及び日

本航空株式会社に対し、女満別空港の整備事業促進期成会においてそれぞれ要望活動を行ったもの

でありまして、全日空に対しましては女満別～中部線の維持・拡充と、女満別～関西線の運行期間

の拡充、新千歳線につきましては、運航機材の大型化と運行数の増便について要望をいたしており

ます。なお、日本航空に対しましては女満別～羽田線と伊丹線、新千歳線のそれぞれについて拡充

を要望したものでございます。 

次に、６点目の陸上自衛隊美幌駐屯地整備拡充の要望についてでございます。８月１日、美幌自

衛隊隊区内の構成市・町の各首長及び議長、美幌商工会議所会頭におきまして、防衛省に対し、美

幌駐屯部隊の充実強化について、要望活動を行っております。具体的には、地域防衛力整備計画に

おいて新設が明示されました即応機動連隊に第６普通科連隊の指定をいただき、規模増強について

要望をいたしたものでございます。 

次に、７点目のオホーツク圏活性化期成会夏季中央要望についてであります。８月２日、管内の

首長及び議長において、全体８班の編成でそれぞれ関係省庁及び大臣に対して要望活動を行ったも
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のであります。私は農林水産１班として津別町長と北見市議会議長、美幌町議会議長、訓子府町議

会議長とともに武部新衆議院議員と、農林水産省に対し記載の 10項目について、要望活動を行っ

ております。 

次に、８点目の農林水産省農林農村振興局との意見交換についてであります。８月２日、農林水

産省農村振興局の第４会議室におきまして地域振興課、土地改良企画課、水資源課、農地資源課、

防災課の職員と土地改良団体連合会オホーツク支部役員とにおいて、記載の６項目につきまして要

望及び意見交換を行ったものでございます。次に３ページをご覧ください。９点目の北海道議会結

志会地域政策懇談会についてであります。８月８日、網走セントラルホテルにて開催されておりま

す。北海道議会の結志会からは網走市選出の佐藤しんや道議会議員ほか４名の道議会議員と北網地

域の各首長オホーツク総合振興局、幹部の出席のもとに各市・町より提出の後は要望事項について

の意見交換が行われております。清里町からは記載の裏摩周・神の子池周辺の整備、道営地域用水

環境整備。これは緑ダムでの小水力発電の事業の関係であります。その他８項目について要望事項

を提出しております。 

次に、10 点目の洪水警報に係る災害対応についてであります。８月９日、午前８時 56 分網走

気象台より清里町に対し、大雨、雷、洪水、濃霧・低温注意報が発令され、同午前９時に１０日未

明までの期間内に大雨警報を発令する可能性があるとして早期警戒警報が発令をされております。

それにあわせて、同 10時 40分に洪水警報が発令されたところであります。町におきましては災

害対策情報連絡室を警報の発令とともに立ち上げておりまして、災害情報の収集、並びに町民周知

などの対応を行ったところであります。災害対応といたしましては、防災メールで道路の通行止め

情報、パークゴルフ場の終日閉鎖等について、周知を行ったところであります。なお、本件に係る

被害といたしましては、江南牧場の入牧牛の暴走による追い込み柵の破損被害が発生をいたしたと

ころであります。また同日午後３時 19分、警報解除に伴い、情報連絡室を解散いたしております。 

次に、11 点目の衆議院・国土交通委員会の視察研修についてであります。８月 22 日、衆議院

国土交通委員会 谷公一委員長ほか 11名の議員により、緑地区で実施されておりますアイロード

を活用した着地交通についての意見交換が緑温泉施設にて行われたものでありまして、当日は、事

業主体のウィラー社、アイロード開発のトヨタ自動車の方から職員の派遣をいただき、説明を受け

たのちにアイロードに実際に試乗され視察研修が行われたところでございます。 

次に、12 点目の令和元年度第２回ＪＲ釧網本線維持活性化沿線協議会についてであります。８

月 28日、弟子屈町公民館２階講堂にて開催されております。議事といたしましては、北海道から

の情報提供と釧網本線観光利用強化促進事業について報告、意見交換が行われております。北海道

からの情報提供では、北海道鉄道活性化協議会の令和元年度の事業構成であります公共交通の利用

促進に向けた道民運動の展開、そして鉄道利用者への拡大、本道の鉄道網の重要性に関する国民的

理解、応援機運の醸成の３項目についてそれぞれ具体的な事業内容の説明をいただいたものでござ

います。また、釧網本線観光利用強化促進事業につきましては受託事業者でありますウィラー社か

ら昨年度実施をいたしました着地交通の整備、個人旅行モデルとグローバルな集客のテストマーケ

ティング及びネイチャーパス事業の実績、さらに今年度の観光ＭaaＳ事業の取り組みの新型モビリ

ティーサービス事業への取り組みと、スマートシティ官民連携プラットフォームへの参加について

報告、提案がされたものでございます。またその他でＪＲ北海道から観光特別列車による北海道ク

ルーズの報告と、平成 30年度の路線別収支の状況が報告されております。 

次に、13点目の緊急時における輸送業務に関する協定書の締結についてであります。９月５日、

役場３階各種委員会室におきまして北見地区トラック協会様との間において災害が発生した時、ま
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たは発生のおそれがある場合における物資の輸送業務について、特別の理由がない限り他に優先し

て輸送業務に協力をいただくための協定書を締結させていただいたものでございます。ちなみに、

北見地区トラック協会には管内の運送業 205社、4,336台が加盟しておりまして、清里町では清

里砂利様、三上建設様が加盟をいたしております。次の４ページをお開きください。 

次 14点目の、オホーツク地域づくり連携会議についてでございます。９月６日、北網地域の２

市８町の首長と、北見工業大学、東京農業大学をはじめ、観光連盟、商工会議所、森林組合振興会

などの関係団体の代表の方と、網走開発建設部、オホーツク総合振興局で構成する北網ブロックの

連携会議が、網走市南コミュニティセンターにて開催されております。本年度の地域重点プロジェ

クトにおける主な取り組みと課題について、市・町、そして関係団体から提言発表が行われ、網走

開発建設部及びオホーツク総合振興局の司会進行のもとに、地域の目指す姿と地域重点プロジェク

トについて、意見交換が行われたものでございます。 

次に、15 点目の令和元年度斜里郡３町終末処理事業組合議会第３回臨時会の結果についてであ

ります。９月 11日、斜里町総合庁舎２階大会議室にて開催されております。付議案件は記載のし

尿処理条例の一部を改正する条例１件でありまして、10月１日より、消費税率が８％から 10％へ

の変更となることに伴う料金の改正でございまして、原案どおり可決承認をいただいたものでござ

います。 

次に、大きな２の主要事業の執行状況についてであります。 

１点目の、農作物生育状況についてでございます。別紙によりご説明を申し上げますので７ペー

ジをご覧いただきたいと思います。９月 15日現在の農作物生育状況についてであります。農業改

良普及センターより報告をいただきましたので、ここにご説明を申し上げます。まず、７月以降９

月上旬までの気象の推移でありますが、７月中旬から下旬にかけては気温が高く、日照時間も平年

を大きく上回っており降水量はやや少なく推移をいたしましたが、８月は気温も日照時間も平年を

大きく下回り、かつ降水量はかなり多く、低温多雨傾向と日照不足の状況でありましたが、９月に

入り上旬は記録的な高温となり、日照時間もかなり多く、降水量は少なく推移しております。それ

では作物ごとに生育状況をご説明申し上げます。秋まき小麦（きたほなみ）及び春まき小麦（春よ

恋）につきましては記載がありませんが、いずれも収穫作業が終了しておりまして、秋まき小麦の

収量は乾麦で 13.2 俵、製品で 12.5 俵、製品化率で 94.８％とありまして、製品化率、製品量で

平年値を大きく上回っております。また、春まき小麦の単収は乾麦で９.８俵、製品で８.６俵、製品

化率で 87.4％のことでございまして、乾麦、製品収量ともに平年値を大幅に上回っております。

ただし、１部刈り遅れの影響がありまして、品質の低下があり、製品化率では平年値を若干下回っ

たとのことでございます。次に馬鈴薯（コナフブキ）であります。これについても数値の記載はあ

りませんが、上いも数ではほぼ平年並み、上いも１個重では平年値を上回っているとのことであり

ますが、収量換算では概ね平年並みではないかとのことでございます。また、ライマン価はやや良

く、生育は８月１半旬までの高温乾燥の影響で茎葉の黄変、枯凋が著しく進んでいるとのことでご

ざいます。生育の遅速では 23日早くなっております。なお、でん粉工場につきましては、この９

月１日より操業を開始したところでございます。次のてんさい（パプリカ）でありますが、根周は

平年値を上回っており、生育の遅速では５日早くなっております。坪堀調査では、高収量が期待さ

れるとのことでありまして、生育は順調に進んでいるとのことでございます。次に、大豆（とよみ

づき）でございます。８月の低温日照不足により生育はやや停滞したとのことでありますが、登熟

は順調に進んでおり、着莢数が平年並み、生育の遅速では４日早いとのことでございます。次に小

豆のきたろまんであります。こちらも８月の低温日照不足により生育がやや停滞しているとのこと
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でありますが、登熟は順調に進んでおりまして、着莢数は、８月１半旬までの高温より若干下回っ

ておりますが、概ね平年並みとのことでございます。生育の遅速はございません。次に、トウモロ

コシサイレージ用でありますが、稈長は平年を若干下回っており、黄熟期で生育の遅速で８日早い

とのことでございます。次に、牧草のチモシーでありますが、２番草の収穫で平年より２日早く収

量は生では平年値を下回っておりますが、乾物量では平年を上回っているとのことでございます。

以上、農作物の生育状況の説明をさせていただきました。今後の天候に期待をするものでございま

す。４ページにお戻りください。 

４ページ、２点目の議決工事の進捗状況についてであります。８月 13日現在における工事など

の進捗状況でございますが、長栄橋の補修工事につきましては、記載の工期、工事内容により実施

しておりまして仮設工事の施工中であり、進捗割合は 30％となってございます。次の戸籍システ

ム更新機器導入事業につきましても記載の工期、工事内容により実施がされており、納入が完了し

ておりまして進捗割合は100％となってございます。次の清里小学校児童用パソコン、同じく教師

用パソコン、清里中学生の生徒用パソコンの更新事業につきましても記載の工期、工事内容により

実施されておりまして全てが納品され完了いたしております。進捗割合は 100％となっていると

ころであります。次のページをご覧ください。 

次に、大きな３の主な会議行事等の報告についてであります。斜里岳の山開きについてでありま

すが、６月 30日、斜里岳清岳荘前にて行われ登山客及び山岳関係者、約 65名の参加をいただき

夏山登山の山開きと安全祈願が執り行われたものであります。 

次に第８回のグランフォンドきよさとでありますが、７月７日、情報交流施設きよ～るをスター

ト及びゴール地点として170キロの裏摩周、根北峠経由のロングコースと、裏摩周までの 100キ

ロのミドルコース、緑までの 60キロのショートコースにより競技が行われたものでございます。

当日は 223名の参加と、100名を超えるボランティアスタッフの皆さんに協力をいただき、事故

もなく全て競技が完了したところでございます。 

次に清里町戦没者追悼式についてでございます。７月 16日、町民会館にて開催されてございま

す。御遺族御来賓並びに関係の方々のご臨席をいただく中、献花方式により戦没者 78柱の御霊に

対し、御霊が永久に安からんことと、平和への誓いを祈願した次第でございます。 

次に、慶應義塾大学医学部公衆衛生学研究調査についてでございます。８月４日より 14日まで

の 11日間、町内一円にて町民のお宅に訪問し、健康状態や労働実態などの調査と、課題の整理等

を通じ、地域公衆衛生の向上を目的した活動を行うものでございます。今年度は教員１名と、医学

部及び看護医学部の生徒18名により研究調査が行われております。なお、調査期間は平成 30年

度より令和４年までの５年間の予定となってございます。 

次に、札幌医科大学看護医療学部地域医療実習についてでございます。８月６日より９日までの

４日間、教員１名と学生８名において、老健きよさと、地域包括支援センター、清里クリニック及

び保健センターにおいて活動体験と利用者及び職員との懇談を通じ、地域保健医療の研鑚を深める

ことを目的に行われているものでありまして、平成 30年度より数年間行われる予定となってござ

います。 

次に、６ページをお開きください。第 40回ふるさと産業まつりについてでございます。８月 31

日、９月１日の２日間にわたり、清里市街及びモトエカ広場にて開催されております。８月 31日

は午後６時半よりふるさと産業まつりの前夜祭行事として、じゃがいも踊りが行われ町内外より

19団体、400名の参加をいただき、盛会に開催されました。また、じゃがいも踊りの終了後には、

恒例の花火大会とビアパーティーが開催され、多くの町民の皆さんの参加、交流をいただき盛会の
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うちに終了いたしたところでございます。９月１日のふるさと産業まつりの本番当日は、天候にも

恵まれヒーローショーのオープニングステージに続いて、昼からは、ＨＢＣラジオの公開録画によ

る歌謡ショーとお笑いステージ、そして最後には各出店ブースからの提供による特産品等が当たる

お楽しみ抽選会が行われ、全ての行事を実施することができました。また、会場内では各種特産品

の販売コーナー、澱粉団子や手打ち蕎麦などの飲食コーナー、そして子ども広場など、町内外より

多くの出店とかつてない大勢の方々のご来場をいただき、盛会に開催されたところでございます。

企画実行いただきました産業まつり実行委員会はもとより講演、協賛、ご協力をいただきました関

係の皆さんに対しまして、改めて感謝とお礼を申し上げる次第でございます。なお、当日の来場者

は約９千人と推計されているところでございます。 

次に、清里消防団防災訓練についてであります。９月８日、緑ヶ丘公園にて開催されております。

当日は 30度を超える厳しい暑さの中ではありましたが、消防団による地震や風水害を想定した防

災訓練と模擬火災訓練が実施され、町民の皆さんには応急手当講習、非常食の炊き出し訓練、消火

器での消火訓練等の体験参加と、幼年消防クラブの子供たちによる放水体験が行われ、全ての訓練、

体験ともに、所定どおりに安全かつ迅速に実施されておりまして、盛会のうちに終了したところで

ございます。なお、当日は消防団員 67名、来賓 30名、社会福祉協議会及び赤十字奉仕団 12名

の方の参加と、消防署員及び消防団関係職員の参加、協力をいただいたものでございます。以上申

し上げ、町長の一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これで町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５ 教育長一般行政報告 

○議長（田中誠君)  

日程第５、教育長一般行政報告を行います。教育長 岸本幸雄君。 

 

○教育長（岸本幸雄君)  

教育長一般行政報告を申し上げます。 

大きな 1．主要事業報告であります。 

１点目、令和元年度オホーツク管内教育委員会協議会総会について。７月２日、網走市で開催さ

れ、私と石井教育長職務代理者が出席いたしました。付議案件は、１点目、平成 30年度事業報告

及び決算報告の承認、２点目、令和元年度事業計画及び予算の決定、３点目、規約の改正及び役員

の補充がなされました。 

２点目、第 56回北海道市町村教育委員研修会について。７月 11日、札幌市において、北海道

市町村教育委員会連合会の主催により開催され、教育委員２名と私が出席いたしました。内容は、

１点目が道内で長年教育委員を務められた方への功労者表彰、２点目は令和元年度、文教施策に対

する要望事項５項目の報告、３点目は令和元年度教育施策の推進に関する８項目の決議ののち、次

ページのとおり、北海道立近代美術館 学芸統括官による講演、文部科学省からの学校における働
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き方改革に関する行政説明、各地域からの事例発表によるフォーラムが行なわれ、教育委員として

の研鑽を深めてまいりました。 

３点目、令和元年度網走ブロック市町村教育委員会協議会総会・研修会について。７月 18日、

網走ブロック１市４町、網走市・大空町・斜里町・小清水町・清里町の教育委員会で組織する協議

会の総会並びに研修会が、本年度は網走市で開催され、教育委員３名と私が出席いたしました。記

載のとおり、付議案件の審議・決定がなされ、総会後の研修会においては、オホーツク教育局 義

務教育指導監より講話をいただき、研鑽を深めてまいりました。 

続いて、大きな２．主な会議・行事等の報告であります。 

１点目、夏休み学習サポート教室について。例年実施されております学習サポート教室が、清里

小学校及び清里中学校において、７月 29日から31日までの３日間開催され、各学校の教員によ

る指導と清里高校生ボランティア４名の協力のもと、小中学校合わせて 202名が参加し実施され

ました。 

２点目、スポーツ合宿の受入れについて。８月７日から 20日までの 14日間、東京大学陸上運

動部長距離パート等、全体 41名の参加による合宿が町内各施設で行われました。期間中、箱根駅

伝を目指しての有意義な練習が行われたほか、例年どおり、後援会主催による歓迎会や町内小中高

生に対する学習指導、地域交流としての盆踊り参加、陸上教室、清里中学校生徒との交流など、子

どもたちや地域の方々との積極的な交流が行われました。尚、後援会におきましては、今年も、

10月 26日に東京都立川市で開催される、箱根駅伝予選会への応援団派遣が予定されておりま

す。 

３ページにまいりまして、３点目、清里高校生海外派遣研修事業について。今年度は、９月５日

から 14日までの 10日間、１年生 31名と随行教職員等５名の計 36名で、ニュージーランド 

モトエカ町を中心に研修を終え、無事帰町いたしました。例年どおり、清里高校の姉妹校であるモ

トエカ高校への２日間の体験入学の他、 モトエカ小学校訪問、ウエリントン・オークランド両市

内研修など、異文化に触れ、交流することで、生徒たちにとって有意義で貴重な体験となりまし

た。 

４点目、第 42回斜里岳ロードレース大会について。本年度第 42回目となります本大会が、９

月 15日、プラネット周辺をスタート・ゴール地点として開催されました。参加エントリー数は昨

年を上回り、913名となり、過去最高となりました。また、大会運営スタッフとしてボランティア

を始め、231名の方々のご協力をいただきました。今年は、ゲストランナーとして、本町のふるさ

と大使であります、岡崎朋美さんとお笑い芸人、品川庄司の庄司智春さんをお招きし、同時開催と

して、ローカルフードフェスティバルが行われ、天候が心配されましたが、午前 10時のスタート

時には雨も上がり、多くの方々の参加とご協力により、盛会のうちに無事終了することができまし

た。ボランティアの方々はじめ関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。 

次に、大きな３．教育委員会の開催状況であります。 

第６回教育委員会が８月29日に開催され、記載の案件３項目について審議・可決されておりま

す。 

続いて、大きな４．その他でございます。１．全道大会の出場結果について。３ページから５ペ

ージに記載のとおり、６月から７月にかけて、小学生・中学生・高校生及び一般成人が、陸上、野

球、水泳の各競技において管内の予選を突破し、多数、全道大会に出場を果たしております。特に、

４ページの（３）第３２回南部忠平記念陸上競技大会において、清里小学校６年佐々木那由多君が

100ｍで４位入賞、清里小学校６年岩本龍希君と佐々木那由多君がオホーツク陸協代表チームのメ
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ンバーとして、４×100ｍリレーで５位入賞を果たしております。また、（５）第７２回全北海道高

等学校選手権水泳競技（競泳）大会兼第８７回日本高等学校選手権水泳競技（競泳）大会北海道予

選会において、清里高校２年春名伸哉君が男子 400ｍ自由形で７位入賞、1500ｍ自由形で５位入

賞を果たしております。次に、（６）第 37回北海道小学生陸上競技大会において、清里小学校６年

安藤和さんがジャベリックボールスローで７位入賞、次のページ、阿賀柊人君が 100ｍで６位入

賞、800ｍで５位入賞を果たしております。次に、（７）第 42回全国 JOCジュニアオリンピック

カップ夏季水泳競技大会兼北海道予選会において、春名伸哉君が 200ｍ自由形で８位入賞を果た

しております。 

このほか、（１）の清里高校陸上、（２）の一般成人の野球、（４）の中学校野球（８）の中学校陸

上、（９）の中学校水泳、以上の各大会・各種目において、上位入賞とはなりませんでしたが、管内

の代表選手として、それぞれ力いっぱい健闘してきております。 

以上、申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これで教育長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第６ 選挙第５号 

○議長（田中誠君)  

日程第６、選挙第５号、清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

選挙の方法は、議会先例により、指名推薦にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は、指名推薦で行うことに決定しました。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

異議なしと認めます。 
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したがって議長が指名することに決定しました。 

 

○議長（田中誠君)  

それでは、指名いたします。 

選挙管理委員に、神威中・中西安治さん、羽衣町第１・山崎美智子さん、水元町第２・笹渕俊幸

さん、水元町第１・若松顕仁さん、同補充員には、第１位、羽衣町第３・高橋俊幸さん、第２位、

向陽東・岩崎克則さん、第３位、水元町第２・塩澤美奈子さん、第４位、羽衣町第２・田中一浩さ

ん、以上の方を指名いたします。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

ただいま議長が指名しました方々を、清里町選挙管理委員会委員及び補充員の当選人と決定する

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、ただいま指名しました方々を、清里町選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人と

決定しました。 

 

●日程第７ 報告第２号 

○議長（田中誠君)  

日程第７、報告第２号、平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題と

します。本件についての説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいま上程されました報告第２号、平成 30年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いてご説明を申し上げます。 

本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により監査

委員の意見を付して議会に報告するものでございます。同法第３条第１項の規定の内容は、地方公

共団体の長は毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率及び将来負担比率、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の

審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならな

いとするものでございます。健全化判断比率につきましては、４つの比率の内、一般会計等におけ

る実質赤字比率及び特別会計を含めた連結実質赤字比率につきましては、共に黒字決算となってお

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

担比率を示す将来負担比率は健全財政を維持しており算定上、比率は生じておりません。また、標

準財政規模に対する実質的な地方債の負担割合を示す実質公債費比率は、9.4％で国の示した早期

健全化基準を大きく下回るものでございます。 

資金不足比率につきましては、公営企業会計における資金不足額を事業の規模で割った比率を指

しており、本町におきましては簡易水道事業と農業集落排水事業特別会計が該当いたしますが、収



13 

 

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

のページをご覧ください。本ページにつきましては、監査委員からの意見書となってございます。

監査委員の審査意見は記載のとおり健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類はいずれも適正に作成されていると認められる。なお、各比率とも、全て早期

健全化基準、または経営健全化基準を下回っているとされているところでございます。以上で説明

を終わります。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これで、報告第２号、平成 30年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを、終わり

ます。 

 

●日程第８ 同意第６号 

○議長（田中誠君)  

日程第８、同意第６号、清里町教育委員会委員の任命についてを、議題とします。 

提出者の説明を求めます。町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

ただ今上程されました。同意第６号、清里町教育委員会委員の任命について提案理由のご説明を

申し上げます。 

本件につきましては、現教育委員の石井幸二氏がこの９月 30日をもって任期満了となりますの

で、新しく居城博明氏を教育委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律、第４条第２項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。法第４条第２項は委員は

当該地方公共団体の長の被選挙権を有するもので、人格が高潔で教育学術及び文化に関し識見を有

する者のうちから地方公共団体の長が議会の同意を得て任命するとそうした規定でございます。居

城博明氏は、川向 94番地にお住まいで、昭和 46年９月 10日生まれの満 48歳の方でございま

す。履歴等につきましては、次のページに記載をいたしておりますので、ご覧いただきたいと存じ

ます。なお、任期につきましては令和元年 10月１日から令和５年９月 30日までの４年間でござ

います。満場でのご同意を賜りたくよろしくお願いを申し上げ、提案理由のご説明とさせていただ

きます。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

本件については、議会先例により討論を省略します。 

これから第６号を採決します。この採決は起立によって行います。 
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本件は原案のとおり同意することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって同意第６号、清里町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに

決定しました。 

 

●日程第９ 承認第８号 

○議長（田中誠君)  

日程第９、承認第８号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第２号）専決処分承認についてを

議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいま上程されました承認第８号、令和元年度一般会計補正予算第２号専決処分承認について

ご説明申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法の規定に基づき、専決処分を行いましたので、議会に報告し承

認を求めるものでございます。議案書を１枚お開きください。 

今回、専決処分いたしましたのは、専決処分書に記載のとおり令和元年度、清里町一般会計補正

予算（第２号）であり、８月９日付をもって専決処分をさせていただきました。次のページをご覧

ください。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 205万２千円を追加し、

予算の総額を、49億３千 814万２千円とするものでございます。第１条第１項につきましては、

後ほど事項別明細書明細書によりご説明申し上げます。 

それでは、歳入歳出補正予算の内容につきましてご説明いたします。はじめに、今回補正提案さ

せていただく主な事業の内容につきまして、ご説明を申し上げますので別冊の審議資料をご用意く

ださい。審議資料の１ページをお開きください。補正予算の事業についてご説明いたします。補正

額の上段、括弧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。４款衛生費、２目清掃費、一目清掃費、清掃

センター給じん装置駆動装置交換補修事業につきましては、清掃センターのごみを炉体に落とすた

めの設備であります給じんプッシャーの故障によりまして、早急な修繕が必要となったため、205

万２千円を計上いたしました。次に、別冊の事項別明細書によりご説明させていただきますので、

令和元年度補正予算に関する説明書の一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書第２号の１ページを

お開きください。先ほど審議資料において事業内容を説明いたしましたので、総括表により概要の

み説明をいたします。まず先に、下段の歳出をご覧ください。 

４款衛生費 205 万２千円につきましては、先ほど説明いたしました清掃センター給じん装置駆

動装置交換補修事業にかかる経費として計上いたしております。 

続きまして、歳入につきましてご説明いたします。上段の歳入をご覧ください。一般財源といた

しまして 10 款地方交付税 205 万２千円を増額補正いたしております。以上で提案理由の説明を

終わります。 

 

○議長（田中誠君)  
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これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本件については討論を省略し、採決する事にご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

異議なしと認めます。 

これから承認第８号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について承認することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって承認第８号、令和元年度清里町一般会計補正予算第２号専決処分承認については承認

することに決定しました。ここで 10時 35分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時２７分 

再開 午前１０時３５分 

 

●日程第１０ 一般質問 

○議長（田中誠君)  

休憩前に引き続き再開いたします。 

日程第１０、一般質問を行います。順番に発言を許します。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

まず最初に、先に通告いたしました、地域医療体制の構築と支援及び広域連携のあり方について、

町長の所見をお伺いいたします。人口減少や少子高齢化が急速に進む中、特に人口過疎地域や地方

における医療体制の確保については、清里町に限らず、多くの小規模自治体においては極めて深刻

かつ重要な地域課題であり、町民の命と健康を守るという行政にとっては最優先されるべき課題で

あり、また重い責任が伴うものであるという意識は私も町長も考えを同じくするのであると考えて

いるところでございます。当然、住む町や地域の違いによって命の重さに差があってはならないも

のであり、日々それぞれの立場に立って最善の努力や施策への取り組みを町の理事者のみならず、

医療機関、そして現場の医療従事者の方々。加えて行政職員や救急隊の皆さんが担っていることに

敬意を表するとともに、心から感謝していることをお伝えした中で、本件について質問をさせてい

ただきたいと存じます。さて、清里町を含めた斜網地区の脳血管疾患の急性期医療を受け入れてき
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た社会医療法人明生会が運営する、旧網走脳神経外科リハビリテーション病院が、突然５月１日よ

り地域包括ケア病棟を中心とした総合病院に経営形態を変更したことは、行政関係者や近隣の医療

機関だけではなく、多くの町民が大変驚くと共に、不安を強く感じたものではないかというふうに

受け止めております。 

ある意味ではオホーツク圏における２次・３次の医療体制を根本から揺るがす大きな出来事であ

ったと考えるところでございます。関係市町村においては急遽、救急搬送体制の根本的な見直しが

迫られると共に、緊急的な町民説明会や町広報等により住民周知が図られ、清里町においても広報

７月号において周知がなされたものと認識するものでございます。 

こうした中、今般の定例会で債務負担行為の補正予算計上が行われ、新たに網走厚生病院におけ

る急性期医療体制が、１市４町の財政支援と負担のもと構築に向けて取り組みが進められようとし

ているところですが、清里町民にとっては、現在施設が無償貸与され多額の財政支援を行う中で個

人経営の形態で運営されている診療所についても、一連の関連性の中、将来的なあり方について一

抹の不安を感じたのは事実ではないかと考えるところでございます。町長３期目の町政執行に向け

ても重点施策において「健やかに暮らせるまちづくり」を掲げており、本町の１次医療である清里

クリニックへの財政支援を継続、経営の安定化と地域医療の確保に努めるとし、加えて近隣医療機

関との連携等を掲げているところですが、ある意味、平成に入ってからも町内における医療確保の

課題については、常に様々な場面で大きな揺らぎがあったことは事実であり、一方、地域に病院、

医師を確保していくことの難しさや隘路が歴然としてあったことも、また事実ではないかと考える

ところでございます。 

しかしながら、今回の事案でも明らかな通り、今や地域医療の問題は行政や議会だけでの議論さ

れるべき課題ではなく、地域住民・町民と共に構築していかなければならない課題となっており、

特に情報の共有や開示を前提に、住民自身が地域医療の良き理解者となり、病院・診療所を共に支

えていくといった環境が、しっかりと醸成されなければならないと考えるものでございます。 

今後、第６次清里町総合計画が策定されるにあたっても、地域医療や病院のあり方を議論するこ

とを避けることなく、ある意味、タブー視することなく議論が必要との認識から、以下の４点につ

いて町長の見解及び所見をお伺いするものでございます。 

まず１点目として、地域医療確保に係る基本的な考え方についてお伺いをいたします。現在、取

り組みが進められている第５次総合計画後期５ヶ年計画においては、第３章、共に支えあい、一人

ひとりの命と暮らしを大切にするまちにおいて、第２節に、地域医療体制の確保が記されていると

ころです。目指す姿として、町民ニーズに対応した的確な医療体制が提供されるとしていますが、

現在の医療体制が果たしてこの様な姿となっていると町長は認識されているのかどうか、まず最初

にお伺いをするところでございます。 

また地域医療と密接に関連する、分野別計画。具体的には、清里町健康づくり計画や清里町高齢

者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画、障がい者計画・障がい福祉計画においては、地域医療

と連動するものが、障がい者計画の一部を除き、全く施策や事業として存在していないという事実。

こうした事実の要因と、必要としない町長の認識についてもあわせて伺うものでございます。 

２点目に、救急医療体制及び１次・２次医療圏における広域連携についてお伺いするものでござ

います。町内における診療所の運営や体制を見るときに、当然、救急医療指定病院でない現状、入

院病床１９床が整備されていながら、運用がなされていない。日常的な診療体制として救急ではな

いにしても、夜間や休日対応がなされていない。さらには午前中だけの一般外来診療の実態。加え

て平日の午後からは訪問診療と休診で受診できない状況などから、日常的に多くの町民の皆さんが、
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特に隣接する斜里町の斜里町国保病院や小清水日赤病院に通院・入院されている実態にあり、一般

論的ではなく、極めて特異的に当町が両町に対して依存度が高いという現実を踏まえる状況におけ

る、広域連携に対するあり方と対応について、町長の認識をお伺いするものでございます。 

３点目として、清里クリニックに対する支援及び診療体制についてお伺いするものでございます。

今年度で施設の無償貸与による現在の個人病院としての診療体制がスタートして５年目を迎えるこ

とになるわけですが、今年度当初予算より地域医療確保として、年間６千万円の支援を行っている

ところですが、一昨年度及び昨年度当初予算で２千万円。さらに診療所側からの要請により、昨年

の９月の定例会で４千万円の補正を行い、４年間にわたり毎年６千万円の支援を行うこととされた

と認識をいたしております。昨年度の議会常任委員会議事録で支援に至る経過を確認すると共に、

新たな議会体制になった後の常任委員会においても、支援後の事後的な経過について説明を受けて

いるところでございますが、次の点について事実関係の確認をさせていただきたいと存じます。 

まず１点目は、清里クリニック開設に当たっての条件として、当初の協議の段階にあって、施設

及び医療機器の無償貸与の他に何らかの条件が存在をしていたのか、まずお伺いいたします。 

２点目は、診療体制について常勤医師の数や救急及び夜間や休日受け入れ、入院病床、さらには

休診日を含めた診療日時についての条件が存在したのか。また開設時には緊急的に個人病院として

スタートするが、速やかに法人化を行うということが双方の協議で確認されていたのか、あわせて

お伺いするものです。開設時と比較し、診療体制が充実して行く方向にある事が望まれるところで

すが、時間的経過の中で様々な課題が生じてくることもありましょうが、町民の目から見れば、多

額の支援が生じる一方、診療体制が十分ではない。改善が本来的に図られていないのではないかと

いうような思いもあるのは事実であり、また極めてその経過がわかりにくく、理解しがたいという

のが本音ではないかと考えるところでございます。もし当初の協議や計画とは異なっているとすれ

ば、何が要因となっているかもあわせてお伺いするところでございます。 

次に、地域包括ケア体制の構築及び施設機能の有機的連携についてお伺いいたします。昨年、新

たにケアハウス清里が開設され、保健センター、診療所、老人保健施設と合わせて一体的にエリア

内に関連施設が整備されました。一定のエリア内に総合的に施設が整備され、将来にわたって医療

と介護、予防が連動しながら、包括的なケア体制が構築され、さらに充実していくものと期待して

いるところですが、建物そのものは一定のエリアに総合的に整備されましたが、地域包括ケアとし

て機能が有機的に連携しているのか、いささか懸念をするところでございます。その１つの懸念が

50 室で建設されたケアハウスの入居実態、そして診療所の療養型病床でございます。ビジョンと

現実にズレが生じることは当然あるわけでございますが、多大な財政的、人的投資を行ってきた中、

現状追認で良いのか、強く疑問とするところでございます。 

今後さらに町内の社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームの大規模改修、または建設も予想

される中にあり、今後の高齢者の人口動態や医療体制の確保等も踏まえながら、より有機的な連携

や機能分担のあり方、さらには運営手法について、どのように考えておられるか、現時点における

町長の所見をお伺いするものでございます。 

続いて第６次清里町総合計画の策定についてお伺いをいたします。現行の第５次総合計画が令和

２年で終了することから、先の６月定例会での補正予算を計上し、事務的な策定準備を進めている

と認識をいたしてございます。 

まず１点目は、地方自治法の改正により、総合計画の策定そのものが法的な必須要件とされない

中、全ての行政計画の上位計画として、今回第６次総合計画を策定していくのか。その位置づけと

行政施策上の意味合いについて、町長の基本的な総合計画に対する考え方を、まずお伺いいたしま
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す。 

また、並行しながら現行計画の見直しが行われる、まち・ひと・しごと総合戦略との関係性をど

のように整理されるのか、あわせて伺うものでございます。 

２点目は、住民協働に向けた計画手法のあり方についてお伺いするところでございます。町長は、

過去２期８年、さらには今般の３期目の町政執行の公約及び重点目標として、常に１番目に住民参

加と協働・共創のまちづくりを掲げられていると認識するものでございます。従って、今回の総合

計画の策定に当たっても、当然、町づくりに主体となる多くの町民の皆さんの参画を得る中、従前

の計画策定の手法にこだわらず、ある意味で行政の担い手である職員と町民の皆さんがしっかりと

課題意識を共有しながら、新たな視点や感覚で取り組みがなされるものと期待するものでございま

す。しかしながら、先の常任委員会で示された計画策定概要を見る限り、地方自治法改正以前の従

来型の枠を越えるものではなく、新たな方向性や取り組み意欲、そういったものが直接的に感じら

れない。非常に残念に思っているとこでございます。住民協働の視点に立った計画の策定の手法に

ついて、町長自身はどのような方向、取り組みを進めようとされているのか所見をお伺いするもの

です。なお、限られた１時間という時間の中での質問項目に関しては、的確にかつ簡潔に御答弁い

ただくようにお願いを申し上げる次第でございます。以上、１回目の質問とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

ただいま古谷議員よりいただきました一般質問。大きな地域医療体制の構築と支援及び広域連携

のあり方。そしてもう１つは、第６次清里町総合計画の策定についての御質問にお答えを申し上げ

たいと思います。 

まず１点目の地域医療体制の構築の関係であります。基本的なまず１点目の考え方でありますが、

第５次清里町総合計画、そして後期５ヶ年計画の地域医療体制の確保の施策の目指す姿として、そ

の中では町民ニーズに対応した的確な医療体制が提供されるというふうに掲げているところであり

ますが、現状においてもそうした姿になっているのかという、具体論の御質問でございます。本計

画の中の各施策の方向性では、１つには身近な１次医療体制の確保、２つには近隣市・町や広域圏

の連携協力による２次医療、そして３次医療体系の確保、３つ目には在宅医療の推進、４つ目には

地域医療の人材の確保が、それぞれ掲げられているところであります。 

１つ目の身近な１次医療体制の確保にありましては、平成 27年に清里クリニックが開業し、そ

の後入院病床の休止や診療体系など、様々な課題を抱えつつも、今まで身近な診療所として本町の

１次医療機関の役割を担っていただいておりますし、また隣町の斜里国保病院及び小清水赤十字病

院におきましても、連携協力をいただいているところでございます。 

２つ目の近隣市・町や広域圏の連携協力による２次医療、そして３次医療体制の確保につきまし

ても網走厚生病院及び網走の丘総合病院をはじめとする２次医療機関や管内唯一の３次医療機関で

あります、北見赤十字病院との連携のもとに、しっかりと確保協力をいただいているところでもご

ざいます。 

また３つ目の在宅医療の推進につきましても、清里クリニックが在宅診療・在宅看護に力を入れ

ていただいておりますし、小清水赤十字病院、斜里国保病院、網走向陽ケ丘病院の訪問診療及び訪

問看護、さらに在宅ケア事業団による支援をいただく中、安定的に推移されているものと判断をし
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ている次第であります。 

４つ目の地域医療人材の確保においては町内の診療所、老人保健施設、特別介護老人施設をはじ

め、町の医療福祉、介護などの専門職の人材確保のための支援制度を設置しておりまして、一定の

効果があるものと判断をいたしております。このように、それぞれに掲げた施策の方向性において

は、医療体制を含め人材確保においても最低限の体制が整っているものと考えているところでもご

ざいます。 

次に地域医療と密接に関わりがある各分野別の計画において、地域医療との連携が全く計画には

存在していないが、その要因と町長の認識はと、そうした御質問でございますが、国の施策や法に

基づく作成をいたしております各種計画と地域医療との繋がりについてであります。例えば健康づ

くり計画は病気になる前の予防に重点を置いた計画であります。清里町高齢者保健福祉計画、介護

保険事業計画については地域包括ケアを含む、高齢者の公的サービスである介護保険をメインにし

ている計画であることについては、議員も御承知のことと存じておりますが、私たちはこれらの計

画が地域医療と全く無関係な計画であるとは考えておりません。それぞれの計画が、医療、介護、

予防、生活などの包括的な支援と連携のもと最終的には繋がっているものというふうに理解をして

おりますし、個別のこれら計画の項目に特化した、これらの計画であるということについてもご理

解をいただければというふうに考えております。 

次に２点目の、救急医療体制及び１次医療圏における広域連携についてでございます。清里クリ

ニックにつきましては、御案内のように厚生省令による救急告示病院とはなっておりません。また

医療体系も外来診療は午前中に、午後からは訪問診療や休診が多く、時間外の方は診察を受けられ

ないために、網走、斜里、小清水等の町外の医療機関に一般診療を含め、入院や通院、救急搬送に

おいても大変お世話になっているところでございます。こうした実情を踏まえ、年度初めや年度末

には、私自身が町外の各医療機関を訪問させていただき、院長先生を始め、事務方の皆さんにもご

挨拶をさせていただき、ご支持、ご支援をいただいているところでもございます。また斜網地域の

市・町との連携のもと、近隣医療機関との連携による協力体制を確保するために、救急搬送体制づ

くり事業として、救急車による救急搬送の受け入れ業務を網走医師会と行っておりますし、本町の

独自対策として斜里国保病院、小清水赤十字病院と連携をしながら、救急搬送数に応じた財政支援

をさせていただき、強化連携を図っているところでもございます。また斜網地域では、分娩の取り

扱いが網走厚生病院唯一となっており、近隣市町村との連携のもとに産婦人科医師の確保のための

周産期医療についても、支援継続を実施しているところでもございます。このように、本町単独で

は実施困難な医療につきましては、引き続き広域連携を図ってまいる所存でありますので、御理解

をいただきたいと思います。 

次に３点目の清里クリニックに対する支援及び診療体制についてであります。１点目の開設に当

たっての条件でありますが、清里クリニックの開設に当たって提示した条件は、診療所の施設及び

医療関係器具・機材を無償で貸し付けするので、診療所を開設運営していただきたいと、そういう

ことでありまして、それ以外、当初の時点での条件は付与をいたしておりません。２つ目の診療体

制について常勤医師の数や救急及び夜間や休日の受入れ、入院病床、さらには診療日を含めた診療

日時についての条件はとのことでありますが、前の経営者が実施をしておりました診療体制につい

て参考までには申し上げましたが、具体的に常勤医師を何名にしていただきたいとか、休診日や診

療の日時についての条件を具体的に提示した例はございません。ただし、入院病床につきましては、

引き続き前の経営者が行っておりましたので、引き続き行っていただきたいと。救急も診療時間内

で対応のできる場合については直接告示病院ではありませんが、お願いは申し上げたところでござ
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います。またこの清里クリニック経営にあたって、当初の段階で法人化の話がありました。ただ、

これについては現在の医療法人を設定しております、川湯の森病院の医療法人が、登録があわせて

道外の医療機関との登録になっておりますので、この場合においてはですね、相当数の時間が区域

外であればかかるというようなことで、まずは個人経営としてのスタートをさせていただいたとこ

ろでありまして、その個人経営が時間とともに、手続の時間が経過できれば法人化へ移行するとい

う内容でありました。ただ、当初の段階から経営が思わしくなかったと、経営内容が赤字であった

ということで、その赤字のまま個人から法人経営に引き継ぐことは至難のわざであるというような

ことから、現在も個人経営での運営ということに相成ってございます。一定の経過をした中で、そ

ういう経営的条件の緩和がされるということになれば具体的に個人経営から法人経営に移していた

だきたい。これについては前からお話をさせていただいておりますので、そういう申し入れは、引

き続きしていきたいというふうに考えております。またですね、開設を比較して診療体制が本来で

あれば充実していくというのが本来だと。ただ清里クリニックにおいては、なかなかわかりにくい

形になっているのではないかというような御指摘でございます。確かにそういうふうに私どもも思

わざるを得ないところがあるというふうに理解をしておりますが、御案内のように清里クリニック

は先程申しあげましたように経営がなかなか難しいというような状況の中で、大幅な経営改善、合

理化に現在取り組んでいる最中でございまして、そうした合理化対策の中で、診療体制の取り組み

にも影響が生じてきているのかなというふうに、不安視を少ししているところでありますが、しっ

かりと毎月毎月ですね、医療機関と私どもの間において、定例的な会議を行っておりますので、そ

の定例的な会議の中ででも、そういう不安が払拭されるように努力を継続してお願いをしたいとい

うことを改めて申し上げていきたいというふうに思っております。またこれらの全体的な経営の方

針ということでありますが、我々が解らない部分で、やはり診療所経営者としての医院長の経営理

念とそういうものもあるのかなというふうに思っておりますが、実態的にはですね、やはり診療さ

れる患者さんの数が、どうも伸び悩んでいるということもありますし、また入院病床が休止になっ

ていると、そういうようなことも考えられます。そういう中で、やはり経営がなかなか立ち直って

こない。そういう１つの原因になっているのかなというふうにも理解をしているところであります。 

次に、４点目の地域包括ケア体制の構築及び施設機能の有機的な連携についてでございます。本

町の市街地区におきましては、保健福祉センター、介護老人保健施設、診療所、そして道路を挟ん

で昨年１０月より供用を開始しました、高齢者の住宅としてのケアハウスが、１つのエリア内に完

成をしたところでございます。これらの施設の整備によりまして、高齢者の皆さんが可能な限り、

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、一連の施設環境は整ったところで

ありますので、今後におきましても医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるよう、各施

設間での役割と連携のもとに地域包括ケアシステムの充実に向け、地域包括支援センターを中心と

しながら各関係機関、連携のもとに積極的に有機的に取り組んでまいりますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。そうした中、御案内のように診療所の入院病床、現在先程から申し

上げておりますように、休床をいたしておりますので、医療・介護・予防・生活支援の一体的連携

としての病院、病気入院の役割が果たせなくなってきております。条件が整い次第、先程も申し上

げましたように入院病床の再開について、引き続き要請をしてまいりたいと考えております。 

なお、清里クリニックの入院病床の関係でありますが、この病床については医療保険が適用され

る一般病床としての認可でございます。急性期の治療を目的とした病床でありますが、短期入床、

療養介護の認定という、こういう新たな認定の方式がありまして、それを受ければ在宅介護として

の介護保険が適用される医療上のケアを含むショートステイでの利用を受けることができるという
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ことでありますので、高齢者の皆さんにとっては施設利用の選択肢が増えてまいりますので、利便

性がより高まってまいります。診療所・老健施設・特養施設・ケアハウスなど関係する施設全体で、

一体的なサービスが提供できるように地域包括ケア会議を中心としながらシステムの推進をしてま

いる所存でございます。先程も申し上げました、清里クリニックの入院病床がやはり、１つのネッ

クになってきているなということもしっかりと理解をしていかなければならないというふうに思っ

ております。また今後特養などを含めて、有機的な連携や機能分担のあり方。さらには運営手法に

ついてどのように考えられているのかとの質問でございます。既に設置されております地域ケア会

議には、清里クリニックの宮下副院長、看護師にも委員となっていただいて、清里町の高齢者の実

態について情報が提供されておりますし、老健と特養のカテゴリーのチェンジ。ケアハウスから老

健、デイケアへの外部サービスの利用。ケアハウスから、さらに清里クリニックへの情報提供や訪

問診療や訪問看護への繋ぎなど各施設の機能や役割の中において、連携調整が行われているところ

でございます。さらに宮下副院長さんには、地域包括支援センターで設置をしております、認知症

初期集中支援チームのサポート医として、初期の認知症の方々の支援についても助言をいただいて

おりまして、それぞれ一定の理解のもとに進められているものと判断をしているところでございま

す。次に施設の管理運営の手法でありますが、診療所は民間医療機関による運営であります。そし

てまた老健施設及びケアハウスは指定管理制度による社会福祉協議会での管理運営により行われて

おりまして、それぞれ法的役割に応じ、運営がされているところでもございます。中でも老健施設

は要介護者で病状の安定している方に医療措置やリハビリテーション、日常的介護を提供し、家庭

への復帰を支援するための施設として設置された入所施設でありまして、医療上のケアを提供する

ことからも医療従事者の配置に明確な基準が設けられているところであります。そうしたことから、

施設長には常勤とする医師を置くこととされております。 

つきましては、老健施設にあっては、医師や看護師などの医療専門職員の確保が年々厳しくなっ

ていること。さらには中長期的な包括システムの連携、急性期の疾病の診療対応、老健施設を診療

所が一体的な施設の中にあることなどを考慮した時には、現行の指定管理者制度の継続も含め、老

健・診療所・ケアハウスの運営の在り方についても、いずれは検討しなければならない時期が来る

ものと考えているところでありますが、それぞれ課題や問題もありますので、将来的な検討課題と

して対処をしてまいる所存でありますので、ご理解を賜りたいと思います。 

次に大きな２点目の質問であります。第６次清里町総合計画の策定についてお答えを申し上げま

す。１点目の、第６次清里町総合計画の位置づけ及びまち・ひと・しごと総合戦略との関係性につ

いてであります。総合計画につきましては、長期的な展望にたって、まちづくりの将来像や総合的

かつ計画的な町政運営を図るための、基本指針としての計画でありまして、本町では現在、平成 23

年度から令和２年度までを計画期間とする、第５次清里町総合計画を策定し、協働・共生・共創に

よる人と自然がともに輝き躍動するまちの実現に向け、現在まちづくりを進めているところでござ

います。現行の第５次清里町総合計画につきましては、令和２年度で終了いたしますので、現在第

６次の総合計画の策定に向けて事務作業を進めているところでございます。総合計画に対する基本

的な考えでございます。御質問にありましたように平成 23年度の地方自治法の改正によりまして、

総合計画の基本部分であります、基本構想の策定義務が廃止されまして、総合計画の策定は各自治

体の任意によるものとされたところでございます。しかしながら、人口の減少や少子高齢化、情報

化の進展、社会経済のグローバル化、そして少子動向の多様化などによる商工分野の低迷、ＪＲの

存続問題など、地域を取り巻く状況が大きく変化をする中にあって、これらの課題に的確に対応し

ていくためには行政運営全体を見据えた、中長期的な指針や計画が必要なものと判断をいたしてお
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ります。こうしたことから、時代の変化に対応しながら町の持続的な発展と町民生活の向上を目指

すため、これまでの総合計画の流れが途切れることのないように、総合計画の条例を新たに制定し

ながら、総合計画を町の最上位計画として位置づけて、令和３年度以降の新しい総合計画を策定し

てまいりたいと考えている次第であります。 

また、総合戦略との関係性でありますが、清里町まち・ひと・しごと創生総合戦略につきまして

は、まち・ひと・しごと創生法に基づき、国及び北海道の総合戦略及び人口ビジョンを勘案した上

で、清里町人口ビジョンを基礎資料とし、本町における人口減少に対する具体的な施策事業を示す

ものとして、平成 27年から令和元年までの５ヶ年間を計画期間として、第１期の計画を策定いた

したものでございます。ご質問のとおり、現行の第１期の計画が令和元年度で終了いたしますので、

国の指針に基づき第２期の計画の策定が必要となってきております。これが策定に係る基本的な考

え方としては、総合戦略は各施策を総合的、かつ計画的に実施するために必要な事項を定めるもの

でありますので、総合計画に包含される分野のそれぞれ横断的な計画と位置づけながら、計画相互

の整合性を図ってまいりたいと考えております。このことから現行の第１期計画を令和２年度まで

の１年間を延長しながら総合計画との整合性を図るために第６次清里町総合計画のスタートに合わ

せた、令和３年からの５年計画として第２期の清里町まち・ひと・しごと総合戦略を策定してまい

りたいと考えているところでございます。次に総合計画の住民協働に向けた策定方法でございます。

総合計画については町の将来像を明らかにして、それを実現するためのまちづくりの基本方向と基

本的な行政の取り組みを定める長期計画でありまして、町民の皆さんとの協働によるまちづくりの

基本指針となるものでありますので、計画の策定に当たりましても多くの町民の皆さんの協働・共

生・共創の意見反映が必要と考えているところでございます。つきましては清里町総合開発審議会

の臨時委員の公募や、会議の公開、審議過程の情報開示。そして町民アンケート、またパブリック

コメントの実施など、様々な手法によりながら意見の聴収に努めてまいりたいと考えているもので

ございます。先程もお話を申し上げましたが、総合計画は清里町のまちづくりの基本指針として、

町民皆さん、そして地域の総意を内外に示す計画でなければならないと考えているところでありま

す。計画策定に当たりましては若年層から高齢者、女性など、幅広い町民の意見の把握と多くの町

民皆さんの参画のもとに、計画づくりを進めていく所存でございますので、ご理解を賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。少し項目がありましたので長くなりましたが、以上を

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)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

ご本人が申した通り、長い答弁だったわけでして、簡潔ではなくしてですね。課題は課題ですか

ら、それは良しとさせていただきたいと思います。一問一答でまず病院関係、診療所関係の支援及

び医療体制について御質問申し上げます。先にはっきり申し上げておくと、私の立場でいくと決し

て診療所に対する支援ですとか、医療体制の確保について反対という意味ではなくして、あるべき

姿、町長が今述べた通り、総合計画でうたっているとおり、町民ニーズに応えるための医療体制の

確保をするために応分の負担を町が担っていくというのは当たり前のことであって、ただその過程

がしっかりと町民に見える形になっているのか、そしてそういったものが町民のニーズに答えるよ

うな方向性で１つ１つしっかりと構築されていっているのかということに対するアカウンタビリテ
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ィ、承認説明が全くといって、ほぼなされていない。当然我々疑義の役目としてもそういったこと

をしっかりやっていくといったことが必要になってきているっていうそれも反省も込めながら申し

上げるわけなんですけども、まず１点目として簡潔にお答えいただきたいと思いますが、昨年９月

の定例会で補正された４千万、追加６千万に関する分についても、その６千万の算定根拠だとか、

何をもとに、この６千万という数字が出てきているのか、全く過去の常任委員会の審議資料、それ

から議会の議事録読んでも具体的な根拠というのは全く見えてこない。診療所側から出された、あ

る一定の私的な文書、メモ書きに近いものを前提としながら、それから先程町長がおっしゃってい

たように事務的に、きめ細かく協議をしているという中においてきた相手から示された資料以外に

全くそれを担保するのはない。そういった具体的な６千万の根拠となるものについて、照査につい

てきちんと検証されているのかどうか。まずこれをお答えいただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

ただいまの御質問でございます。今回の清里クリニックに対する経営支援の関係でございますが、

昨年の段階で齋藤医院長の方からこのままの状況では経営が成り立たないということの中で、全体

の地域医療の観点から一つ御支援をお願いしたいという要望でございました。内容的にはもう既に

ご案内の２千万円についてはですね、支援を続けていたところでありますが、さらにそれに追加支

援をということでございまして、経営の内容これらについて、実は具体的な個人の経営に係る収支

の内容でありましたので、協議会の中でですね、提案をさせていただき、その収支の実態を説明さ

せていただいた中で、御理解をいただいたものであります。協議会でありますので、その中で一定

の数字的なもののご説明をさせていただいたわけでありまして、具体的な部分として少し見えにく

いという御指摘なのかなというふうに理解をしているところでありますが、全体としてはですね、

清里クリニックの経営の過去の経営の実績を、全て提出をいたしたわけでありまして、それで今後

の経営の中で、一定の合理化を積み重ねながらいくとすれば、この程度で何とか収支をあわせてい

けるという部分での説明をいただいたものですから、それらについて議会の中に御説明を申し上げ

てご承認をいただいたという内容になっておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

今の町長の説明と過去の収支等の状況等を提示いただき、その中でこの程度であれば経営として

成り立っていく、赤字はたたないでいける。補填していくとそういった意味合いでおっしゃったん

じゃないかと思います。ということは具体的なそれを担保する照査というものは、これは常任委員

会で答弁きちんと議事録残っている部分ですから、申し上げてもいいと思いますが、経営上、銀行

借り入れ、それから医院長個人から清里クリニックに対する借り受け。そういったものが１億８千

万程度あります。過去の債務、これは私人です。あくまでも私人ですから。あくまでも町が施設の

機器の無償貸与、これでしかありませんが議会議決書には。そういった私人に対する、そういった

過去における債務を補填していくための補助金っていうのは、地方自治法上どこに根拠を置くんで
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すか。具体的に根拠規定というのはあるんですか。私人に対する過去の債務ですよ。具体的に示し

てください。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明。 

 

○町長（ 引政明君)  

今回の支援についてはですね、地域医療を守る観点から継続していただく。今の医療を継続して

いただくために、どれだけの資金を支援を必要とするかという判断でありまして、過去の債務の保

証をしたものではないというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

再度確認しますけれども、事実として６千万の根拠というのは具体的に何なんですか。過去の債

務ではなくして、具体的に何なんですかそれは。それを示してください。それをどういうような形

の中で確認しているのか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

今後の経営を続けていくために、これだけのお金が不足してくるということをお聞きいたしてお

ります。それで過去の部分を保証するのではなくて、不足する部分についてこれからの医療を守っ

ていく、地域医療を守るための財源として、それらを支援させていただく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います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

この程度であれば今後も運営できるっていう、そういった見通しの中でという先ほど御答弁があ

りましたけれども、したがって、これはさらに増えていく可能性もあるということ。当然減る可能

性もあるでしょう。一方では双方の協議になっていますから、さらにこれは増高していく可能性も

十分あるという認識でよろしいんですか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  
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私どもとしてはですね、地域医療を守る最大の努力をしたつもりでもありますので、原則的には

これ以上増えていくという判断は我々としては、いたしておりません。ただ実際に医療機関として、

清里クリニックさんが運営をされているわけですから、そうした中において必要だというふうな話

が出てこないとは絶対に約束をするものでありませんけども、私どもとしては最大限の努力の中で

経営合理化もやっていただきますよう、その代わり、町としても地域の医療を守るために努力をし

ていきますよという、そういう流れで進めてきておりますのでそういう中においてですね、御理解

をいただくよりいたし方ないかなというふうに思っているところであります。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

理解するとか理解してほしいという話ではなくして、事実は事実として基づいて、その根拠に基

づいて法的な根拠を、さらに今後における見通し。そう言ったものが何によって担保されるのか。

極めて行政執行上の大きなきちんとした、決め事がなければいけないわけじゃないですか。そのル

ールの中できちんと物事が進められるというのが原則論であって、今町長、ではないだろうか。将

来に対する不安を持ちつつも、今の現状ではこれしかないんだというですね。現状是認の中でしか

妥協点は見出せなかった結果として、今現実的に６千万の支援を行っていると理解しておいた方が

よろしいじゃないでしょうか。そこは明確にしてかないと前に進んで行かない。今後のあり方をど

の場で議論していくのかっていうことも含めて、地域医療のあるべき姿。広域的連携の原点ですよ

ね。まず第１条の原点は、当然、町内にある医療機関があるわけですから、それがどのような形で

健全で、しかも町民のニーズの皆さんに対応した医療がきちんと提供されるかってことが原点であ

って、同じ１次医療圏の斜里や小清水、網走の地域医療圏、さらには２次医療圏との連携ができる

のであって、それがまず大前提。こういったことになっている大前提でいるっていうことで理解し

てよろしいんですか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

地域医療の関係で、やはりそれぞれの市町村・町においてはですね、１次医療としての医療機関

の確保を図って行かなきゃならない。これが大前提だというふうに思っておりますし、ただ清里み

たいな人口の少ないとこで、そこで全てが賄えるかと言うと決してそういうことにはなってこない。

そういう部分については隣の小清水や、斜里の病院、そしてさらには網走の２次医療圏にもやはり

連携をしっかりしながら、お願いをしていくということでいかなければならないと。ですから我が

町から診療所を収支だけの関係でなくしていいのかどうかと、ここら辺に実はかなり難しいところ

があるんではないかと。私としては、やはり町村の住民の皆さんの命と健康を守るためには絶対的

に１次医療圏としての診療所、最低限の診療所の役割をしっかりと確保していかなければならん。

そのための今回は地域医療を守るための投資であるというふうに理解をしている次第であります。

以上であります。 
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○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

前段で申し上げたとおり、それは私も町長も同じであって、適正な町民ニーズに応える医療体制

の確保に対して適切な支援をしていくというのは当然のことであってですね、今後とも必要なもの

についてはやっていくっていう前提にたって質問させいただきますので、それで関連してもう一度

確認させていただきますけども、支援に対する債務負担行為を予算上措置しなかったということに

ついては、法令違反じゃないですか。地方自治法上、予算というのは、歳入歳出予算、そして継続

費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金、流用。これを議会で議決していく。そうい

う仕組みですよね。そういった中において、29 年３月 31 日制定している支援要綱。具体的な施

設の借方が決まっている。そして５年間という年限も決めている。そしてその当時の要綱では２千

万という限度額を設定している。要綱の中で。さらに 30年９月の改正要綱の中では６千万という

金額を固定している。限度ではなくして。覚書の中においては。そういった状況において、これは

行政措置上のイロハのイですよね。忘れていましたとか間違いましたっていう話ではないですよね。

債務負担行為を行わなかった。地方自治法上の違反を行ってまでも予算を通した。その意図と、そ

れから、もしこれが地方自治法上の違反ではないとする根拠があるとすれば、ここで明確に示して

いただきたい。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

ただいまの予算執行上における法的課題でございます。この６千万円の財政支援につきましては

平成 33年度まで行うということで取り進めているところでございます。本来であれば債務負担行

為による議決をいただくという事務的な手法になってくるかなというふうに思っておりますが、あ

えて本件については会計年度単独の原則によって債務の保障とはしないで、それぞれの各年度にお

ける実施ということで取り扱わせていただいたところであります。内容についてですね、債務負担

行為でなくて実際に各年度の予算計上の中でご審議をいただき、内容の確認をいただいた上で、そ

れぞれ進めていきたいというふうなことで、無条件で５年間ということよりも、経営内容によって

はいろいろ変わってくる内容もあります。基本的に改善してくれば減額してもらっても構いません

というふうにクリニックさんの方からもお話をいただいているところでありますので、それらの部

分を毎年度毎年度、審議をいただいた上で議決をいただくと、そういう手法にしたわけであります

ので、これらについて御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

極めて、申し訳ないですけれども、全く理解できない。全く理解できません。地方自治法、それ

はもう町長も長年行政のベテランですから。これはもうイロハのイじゃないですか、それは。地方
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自治法上、どういうふうに定めているか。そういった地方自治体の単年度主義会計の不足分を補う

ために、法律上、継続費、繰越明許費、そして債務負担行為というものは、法的に厳然と規定され

たわけですよ。裁量権の働いてはいけない部分の後年度に対する負担、予算のあり方の中で法律改

正が戦後行われてこういった単年度会計主義の欠点を補うために、今言った３つの継続費、繰越明

許、債務負担行為、これは役場職員、行政の財務担当であればイロハのイの話ですよ。町長の裁量

権の及ぶ所ではないですよ。しかも法律的に厳然と歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許の

金額の範囲内に置けるものを除く他、普通公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務

負担行為をして定めなければならない。地方自治法214条、明確になっているんじゃないですか。

過去にもしたがって今回だって、補正。網走厚生病院の脳外科に対したって、金額が固まらない段

階においても協定書の範囲内において定めた額という債務負担を行うわけじゃないですか。議会と

の協議とは関係ないですよ。当然債務負担を行った上において、単年度予算を計上し、その中にお

いて今町長がおしゃっているのを協議すればいいだけの話なんですよ。基本的になぜ債務負担を予

算として計上し、議決しなかったか理由になっていないですよ、全く。他に法的な根拠はあるんで

すか。個人的な感覚でなくして地方自治法上、地方財政法上、債務負担を行わなくても良いという。

しかも要綱改正を行い、金額を固定し、しかも覚書という契約まで交わした中において、債務負担

行為を行わなくてもいいという法的根拠はどこにあるかを明確に示してください。思いではなくて

明確に示してください。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

ただいまの関係でありますが、基本的には先程申し上げましたように債務負担行為の手法だとか

継続事業の手法。さまざまな手法があるわけであります。その中の部分においても、様々な町にお

いては各種事業、継続事業として実施をしてきている部分がございます。そういう中においてです

ね、継続事業で単年度会計主義で行ったということであります。基本的にはですね、今、古谷議員

がおっしゃられるように、契約行為が覚書と、契約というか覚書という形で取り組んでおりますの

で、その債務負担行為をその時点で覚書という形の中で持って行うというのが正論かなというふう

には思っているところでありますが、先程も申し上げましたように継続事業であっても単年度会計

主義で単年事業予算を計上しながらやる手法もございます。今までは清里町の様々な事業関係にお

いても、ほとんどが継続事業を単年度会計主義という予算の中で執行してきているというようなこ

ともありまして、そこの部分を毎年毎年の契約、そして毎年毎年の事業判断の中で予算をしっかり

とご審議をしていただく中、進めていきたいという思いでこういう形態を取ったということであり

ますので、ご理解をいただければいうふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

時間ですので最後の質問に。 

 

○２番（古谷一夫君)  

いやあの、基本的に答弁になっていないじゃないですか。基本的に答弁をしていないじゃないで

すか。法的根拠を示せと言っているのに、思いですとか過去にもありました、じゃあ過去に具体的
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に何があったのか。そんなことあり得るわけないんですよ。これはもう地方自治法上の基本的ルー

ルであって、財政担当者じゃなくても我々今理事者側に座っている職員の皆さんも基本的には皆さ

んイロハのイなんですよ。後年度に債務負担を行っていく債務が生じるものについて契約行為が行

われる。覚書であろうと協定書だろうとですね、全て契約行為なんですよ。それが行われた段階に

おいてですね、しっかりと債務負担は行われて、その中で、単年度主義で単年度ごとの予算を計上

していくと。こんなの行政上のイロハのイじゃないですか。イロハのイもしっかりとやらないで、

思いです。それは全く答弁になっていないんじゃないですか、議長。時間だということですけども、

基本的に法的根拠をきちんと示してください。違法行為なんですよ。地方公務員法では、どのよう

にきちんと規定されているか。職員は法令上にきちんと法令遵守義務。ただし上司の命によってそ

れを行わなければならない。だから逆に言えば、違法行為を前提としながら、債務負担行為は正当

だ、あるべき姿だと言いながら、債務負担行為の予算編成、調整をさせなかったというのは職員に

対して違法行為を命令して、職務権限として命令しているんじゃないですか。根本的に法令遵守っ

ていうものを、町長自身がどのように考えているのか。これは今後、別の機会に。しかもですね、

予算としていかがなものか。議長の立場でも。債務負担というしっかりとした予算が昨年なされて

いない中において、今、思いの中で予算執行がされていく。私は診療所に対する支援が良いとか悪

いとかって言う話はしていません。当然あるべき形の中でしっかりと支援して、町民の皆さんが安

心する体制をつくっていく。このことが必要だという認識に立って本来的に地方自治法上に違反し

ている予算の編成提案をしてきた、その認識について、もう１度、議長の立場でしっかりと理事者

のあるべき姿、これを求めていただきたいと思います。今後とも、しっかりとその辺はこれで終わ

らない問題だと思っています。地方自治法に基本的に違反しているんですから。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

今の関係でありますが、単年度会計主義の中で、現在の平成 31年、要は令和元年の予算の議決

をいただいておりますので、そのこと自体は予算執行にかかっている部分については、法令違反と

か法律違反とか、そういうことには相成ってこないかなというふうに思っていますが、ただ私ども

の単年度会計主義の中で処理をして行きたいということで進めてきた関係で、債務負担行為が前提

になるのではないだろうかという御指摘、私もそういうふうな御指摘については、甘んじて受けな

きゃならんかなというふうに思っております。ですから、これらについてはですね、次の段階で過

去の部分はもう既に議決で終わっておりますので、今後の分について、改めてそれら手続を取って

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。 

 

○２番（古谷一夫君)  

議長。時間が過ぎていますけれども関連して。 

 

○議長（田中誠君)  

はい、もう最後で。 

 

○２番（古谷一夫君)  
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基本的に債務負担行為をしなければいけないことを認めたってことですよね。したがって、今あ

る現行の債務負担行為を予算の執行上にあたって、これはいつの段階、今議会において債務負担に

ついて補正計上するという考え方ですか。どうするんですか。法的に違反した行為のまま法令上で

すよ。単年度主義というのはさっきから言っているとおり、単年度主義の弊害を無くすために継続

費を繰越明許と債務負担行為という、法的に位置づけられているのにどういう形で、しっかりと今

後の処理・対応、そして今回におけるそういった行政執行上の可否についての責任というものを、

どのように明確にしていくのか最後答弁を求めて質問を終わりたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

只今の関係でありますが、今年度分までの予算の執行については、各単年度に議決をいただきな

がら執行されておりますので、それはそれとして、明年以降分について、改めてその時期に間に合

うように債務負担を計上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)  

これで古谷一夫君の一般質問を終わります。 

ここで午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時４２分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩前に引き続き、一般質問を行います。次に、岡本英明君。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君)  

岡本でございます。私からは２点、町長に御質問させていただきたいと思います。まず１点目、

道路支障木の整理についてでございます。清里町の道路敷地内の支障木の整理について、昨年度よ

り年 500 万程度の予算をつけて行われているとお聞きしていますが、今現在の進捗状況について

計画どおり進んでいるのか、また今後の予定も含めてお伺いしたいと思います。 

もう１点、有害鳥獣対策についてでございます。今年清里町は春先の風害で、農作物の被害が広

範囲でありました。援農などで役場職員の方にもお手伝いをいただき、感謝するところでございま

すが、風害を免れた地域でも鹿などによる食害が多く見られ、結局ビートの補植作業に多くの時間

を費やすことになった農家さんも多くいます。鹿などにより農作物の被害は毎年 500 万円程度あ

りますが、ハンターの減少により資格の捕獲数も減っていると聞いております。今後捕獲数維持の

ため、ハンター減少の対策も大変大切ですが、囲い罠等の活用など新たな取り組みも必要になって
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くると思いますが、町長のお考えをお伺いいたします。この２点、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

只今、岡本議員よりいただきました、道路支障木の整理と有害鳥獣対策の２点についてお答えを

申し上げたいと思います。まず１点目の質問の、道路の支障木の処理の今年度の進捗状況と、今後

の予定についてでございます。近年は農村地域からの支障木処理の要望が多数寄せられておりまし

て、指定管理業務として行う通常の道路維持管理の作業。これは主に枝払いになっております。に

おいて、全てを処理することは困難でありますので、平成 30年度より３年間の計画で、伐採にか

かる費用を別途、予算化をいただき処理に当たっている現状にございます。実施の路線につきまし

ては、要望のあった箇所を含めて現地調査を改めて実施をし、優先度を検討しながら選定をしてい

るところでありまして、この３年間で 18路線、19ヶ所を計画対象としているところであります。

また新たな要望があった場合につきましても、再度現地調査を行う中、優先度の高いものについて

は、この計画の中に新たに加えながら推進をしているという状況にあります。実績といたしまして

は平成 30 年度におきましては、４路線４ヶ所３千 440 メートルとなっております。御質問の今

年度の状況でございますが、今年度の計画は６路線で７ヶ所、４千 270ｍを予定しておりまして、

これについては既に事業が終了したところでございます。またその他に指定管理者が通常の道路維

持管理作業として実施した箇所につきましては、平成 30年度で 18路線 20ヶ所。今年度につい

ては 15路線の 15ヶ所となっております。最終年の令和２年には８路線の８ヶ所を計画しており

まして、指定管理者によります道路維持作業についてもこれと継続して行ってまいる所存でありま

すので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

次に、有害鳥獣対策についてでございます。御質問の有害鳥獣対策として囲い罠などの活用など、

新たな取り組みの考え方については、ということでございまして、この有害鳥獣対策としては平成

29 年度に策定をいたしました清里町鳥獣被害防止計画に基づきまして、対象鳥獣の捕獲及び侵入

防止対策の事業を実施して来たところでございます。捕獲につきましては猟友会の会員の皆さんの

中からご委嘱を申し上げました、有害鳥獣駆除従事者により銃器、鉄砲ですね。これと箱罠による

捕獲と、これを実施されております。 

また、侵入防止対策としては平成 13 年度、14 年度に補助事業で鹿柵の整備を実施しておりま

して、この侵入防止柵の設置により相当な侵入防止対策がその効果があったものというふうに理解

しているところでありますが、年数の経過とともに柵の内側に侵入した鹿が増加していると、そう

いう状況になってきております。こうしたことから猟友会の皆さんにも銃器による駆除をお願いし

ているところでありますが、この銃器の場合は平地の開けた場所、それから日没後はですね、発砲

することができないという、そうした制約があります。さらに箱罠につきましても、防風林沿いに

畑が全面的に広がっておりますので、出入り口がなかなか特定できないということから設置箇所に

ついて、適当に置くわけにもいかないというようなことで、なかなか現実論として捕獲は思うよう

に進んでいないと、そんなような状況下になっているんではないかと思っております。新たな取り

組みとしての囲い罠などの活用による捕獲についての御提案でございますが、囲い罠を設置するに

あたっては、ある程度の面積が必要となってまいりますし、また設置場所についても、その出入り

口の通路といいますか、獣道を判定するのがなかなか難しい。そんなこともあります。さらには設
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置の時期が、やはり冬季間に限られてくるということもあるわけでありますので、これら除雪の関

係、または捕獲後においてもですね、どういうふうにその捕獲した鹿を、処理をするかということ

など、なかなか管理の面でも難しいものがありますので、やや慎重にならざるを得ないのかなとい

うふうに思っております。こうした対策を含めてでありますが、やはり鹿の個体数を減少させると。

そのために捕獲や駆除というのが一番良いわけでありまして、柵で入ってこないようにするのはい

いんですけども、入ってきた鹿が中で被害を及ぼすということになってまいりますので、やはり捕

獲、そして駆除ということが第１に考えられるのではないかなと思っております。そのためには、

やはり猟友会、ハンターの皆さんによる捕獲駆除。これが中心になるかなと思いますが、御提案を

いただきました囲い罠などについてもですね。関係の皆さんとも相談をしながら最も効率的で良い

方法が、さらにまだあるかもしれませんので、それらを含めた中でいろいろ検討させていただきた

いと、そのように考えておりますので、御理解を賜りたいというふうに思います。以上、申し上げ

まして、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君)  

支障木の関係で先程答弁いただきましたけども、３年計画で進めているというお話でしたが、今

後新たな要望等も出てくると思いますし、また当然ながら木々の成長というものもあります。支障

箇所も大分増えてくると思いますが、今後状況に応じて計画の延長などを考えておられるのか。ま

た道路や小学校等、施設内の樹木。道道・町道に限らないですけれども、そういった所の町内の街

路樹なども、大分大きくなってきていると思います。電線等に触れている箇所も多く見られますし、

この辺の対応なども今後必要になってくると思いますが、この２点についてお伺いしたいと思いま

す。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

支障木の関係でございますが、先程も申し上げましたように、30 年から３年計画で現在進めて

いるということでありますが、やはり木は成長しますし、やはり自然的な部分で倒れてきたりと、

色々事情が出てまいりますので、通常の中で出来る部分については、また今までと同様の対応をし

ていきたいなというふうに思っておりますが、どうしても緊急性が高い、そういう実例が出てきた

場合においては単年度の予算の増額、また期間の延長も含めて対応が出来ればなというふうに思っ

ております。全体の支障木だけじゃなく、さらに電柱との、道路だけじゃなしに、今ご指摘受けま

したように、電柱のところにかぶさってくる場合もあります。基本的に電柱、それらの電話関係の

線についてはそれぞれの北電なり、またＮＴＴさんの方に町の方から、そういう物を発見した、ま

た危険が予測される場合においては枝払いなり木の倒木なり、そういうものについて要請をしなが

ら現在進めているところでありますので、引き続き注意深くそうした実例が出てこないように対処

をしていきたいというふうに思っておりますし、また道路によっては民地の生け垣だとか、民地が

その樹木というものも結構枝を張り出してきているという、そういう場所も中にはありますんで、
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これらについても、その都度それらの土地の所有者のまた樹木の所有者の方々にお話をさせていた

だき、できればそちらの方で切っていただきたいという要望をしておりますが、どうしてもそれが

できないという場合については、こちら通常の維持管理、または先程申し上げました３年間の事業

の中で許可を取ってですね、やらせていただいているというような実例もありますんで、今後とも

同じような対応をしていければなというふうに考えておりますので、一つ御理解をいただきたい。

また道路関係についても、北海道建設管理部が道路の道道等の管理をいたしておりますから、それ

らについても、そういう必要の都度、危険が感じられる都度にですね、北海道の方に支障木等の処

理について要請をしているところでもありますので、そういった面において御理解をいただきたい

というふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君)  

今後とも対応の方をよろしくお願いしたいんですけども、私も農家ですので、山にカーブで上っ

ていく畑だとか、見通しの悪い所で張り出している部分がよくあります。機械等も大型機械が増え

てまいりまして、なかなかその見晴らしの悪い場合でかわすとなると、対向車が来たら交通事故の

可能性とかもだいぶ増えてくると思いますので、優先順位、来年の予定もあると思いますけれども、

そういったものを優先的にやっていただくような感じで進めていっていただきたいなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。続いて有害鳥獣、先程答弁いただいたんですけども、先程、町長

もおっしゃっていましたが囲い罠はですね、鹿の餌が減少する冬季間で行うというふうになってお

りますので、設置場所、また除雪、罠の管理など取り組みに当たっては難しい問題もございますが、

将来的にですね、ハンターの減少が続きますと必然的に何らかの手当てが必要になってくると思い

ます。畑に侵入させないための電牧等の設置も、当然必要かもしれませんけども、根本的な個体の

削減をしていかなければ、ますます鹿は増えてくる一方だと思いますので、１つの手段として斜里

にあります鹿肉加工業者さんなどの協力をいただきながら、囲い罠の設置なども今後検討していっ

ていただきたいと思いますが、知床にありますエゾシカファームという民間企業さんがありますけ

ども、そこの社長さんにもちょっと聞いたんですが、罠の設置、そしてそのかかった鹿の搬送等は

無料で。罠の設置はちょっと有料なんですけども。その後の搬送等は無料で行っていただけるとい

う話も聞いておりますので、そういったところと連携しながらですね、今後もし可能性があれば進

めていっていただきたいと思いますので、この辺も町長のご答弁いただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

道路の、まず支障木の関係でありますが、議員の方からありましたように、やはりカーブなどの

見通しの悪い場所、特に町の方もですね、指定管理の中でそういう箇所を重点的にということをお

話をしておりますし、また木の枝が張り出して、どうしても日陰になって冬場凍結が危ないという

場所等もかなり出てきておりますので、そういう箇所を優先的に実施をしていくように、指定管理
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の方にもお願いをしております。また特に近年はですね、コンバインの刈り幅ものすごいデカくな

ってきているもんですから、どうしても取りつけ口の、出入り口がどうしても狭くなってきている

というようなことも兼ねて出てきておりますので、それらについてもですね、注意をしながら優先

度を高い部分として実施をしていくように担当の方にもしっかりと連携をとって行くように話をし

ていきたいというふうに思っております。 

次に有害鳥獣の駆除の関係であります。先程も申し上げましたように、やはり抜本的にというこ

とになれば鹿を捕獲し、または駆除をすると、こういう形が一番ベタなのかなというふうに思って

おりまして、ただそれに従事する人方、今はどちらかというと猟友会の皆さん方、やはり鉄砲、銃

器ですね。これに頼るというところがあるものですから、猟友会の皆さんにお願いをしているわけ

ですが、平成 25年ぐらいまでは、猟友会の会員さん 20名以上いたんですが、ここにきて急激に

減っております。今現在も 14名になってきて、高齢化も一段と進んできているというような実状

で、やはり毎年捕獲できる。または駆除できる頭数が年々減ってきているということがあります。

そんな中から少しもですね、若い人方にと思っているんですが、なかなか思うように進んでいない

というのも実態でございます。また先程、電牧等による侵入防止という部分もありますが、これも

一番最初の段階では、鹿柵の国林側に設置する前には電牧柵を皆さん方に町の支援を入れながら、

設置をしてもらったというのがあるんですが、どうしても電気の通る線のところに何かが触ると放

電をしてしまって効果がなくなるということでありますから、下草刈りやなんかで大変な思いをさ

れた結果、最終的に国有林と民有地の間に鹿侵入柵を設置したという経過があります。ただ個別の

部分ではですね、やはりそういう部分も含めてやっぱり侵入防止柵もあわせて実施していくのは効

果的なことかなというふうに思っているところでありますし、先ほど御提案をいただいた囲い罠の

関係ですが、なかなか難しいところもございます。ただお話がありましたように、知床のエゾシカ

ファームさんでは、囲い柵で捕獲した鹿を、あそこで飼育してジビエとして活用しているというこ

ともお聞きしておりますし、また先程のお話の中では捕獲した鹿を搬送してくれると、向こうが搬

送してくれるということであれば、また色んな対応の仕方が変わってくるでしょうし、現実論とし

て一歩近づいていけるのかなというふうに思っておりますので、これらの関係もう少し時間をいた

だきたいなというふうに思っております。鹿柵施設については、するとなれば、北海道の方も、鹿

柵の侵入柵の追い込み柵についても補助支援策があるようでありますから、それらの部分をしっか

りと踏まえた中で、今後の対応を考えていければ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います。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君)  

囲い罠ですか。私も別にこれに特化している訳ではないんですけども、他に代わり真新しい手だ

てがないということで、今の時代ですから 10年も経てば、また何か新しい可能性も生まれてくる

のかもしれませんが、何せこの被害の減少。そして鹿の駆除ですね。頭数を減らしていくというの

は間違いなく必要なことだと思いますので、町をあげて何とか取り組んでいっていただきたいと思

いますし、また先ほどもう１つの支障木の関係ですけども、これも将来的に渡ってずっと付きまと

ってくる問題だと思いますので、この辺もしっかり予算をつけて、今後とも対応していっていただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（田中誠君)  

町長 引政明。 

 

○町長（ 引政明君)  

有害鳥獣の関係ですが、基本的に猟友会を中心としながら駆除、また捕獲を実施させていただい

ておりますが、自己防衛的なものとして、やはり忌避剤を使うなりまたは新しい技術、ドローンな

どを使ってですね、何かやる方法があるのか。新たな技術対策というものも、これからどんどん出

てこようかというふうに思っておりますので、そこら辺しっかりと我々も研究をしながら、少しで

も被害防止のために役に役立つように皆さんとともに検討を加えていきたいというふうに考えてお

ります。また道路の支障木等の関係でありますが、当然、道路管理の側で交通事故防止対策。それ

から農作業の安全対策。これらと一体的なものであるというふうに理解をいたしております。そん

な関係で少しでも、支障のないような交通道路関係の環境づくりのためにも、しっかりと取り組ん

でいきたいというふうに考えております。また先ほど申し上げましたように場合によってはですね、

やはり期間を延長させていただくだとか、また新たな予算を継続的に予定をしていくだとか、いろ

んな方策が考えられるかと思いますので、これについても必要の都度、また議会とも十分に常任委

員会とも検討させていただく中、対処してまいる考えでありますので、一つよろしくお願い申し上

げたいと思います。以上を申し上げて答弁とさせて頂きます。 

 

○議長（田中誠君)  

岡本英明君。 

 

○１番（岡本英明君)  

これからも色々この２点については予算をつけて、しっかりやっていっていただきたいと思いま

すし、被害が無くなれば手法は色々あって、何があっても構わないと思いますし、色んな点でこの

２点今後も予算をつけてしっかりと取り組んでいっていただきたいと御要望いたしまして、ちょっ

と早いですけれども、私の一般質問といたしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

○議長（田中誠君)  

はい、町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

それぞれの対応と十分に対処ができますように、関係機関とも十分に連携をとりながら、また議

会の中でも御議論をいただく中で予算措置の方も含めて進めてまいりたいというふうに考えており

ますので、御理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○１番（岡本英明君)  

はい、わかりました。 

 

○議長（田中誠君)  

これで岡本英明君の質問を終わります。次に堀川哲男君。 
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○４番（堀川哲男君)  

今回、私は清里町における関係人口を増やし、そしてまちづくりに生かしていく手法について質

問させていただきます。人口がどんどん減っています。総合戦略で目標として掲げた４千 200 人

を大きく割り込み、現在４千 30人。４千人を切ってしまうのもカウントダウン状況です。そのよ

うな中、今注目すべきは関係人口だと考えます。まだ余り聞き慣れない言葉ですが、総務省による

と関係人口とは、移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない。地域や地域の人々と

多様に関わる人々のことを指します。つまり地域に関わってくれる何らかの形でその地域を応援し

てくれるような人達。清里町を応援してくれる清里町と関わりのある、様々な人達のことです。例

えば、町外に住む清里町出身の方々。清里町に仕事や観光で来て、清里町を気にいってくれた人。

グランフォンド、斜里岳ロードレースに参加する人。夏に合宿に来る東大陸上部。そしてふるさと

納税で応援してくれる人。フォトコンテストに応募してきた人。清里町に興味を持ち、応援してく

れる人達全てが、関係人口だと言えます。清里町を応援してくれる人たちを清里応援団、あるいは

言い方を変えると清里サポーターとしましょう。その人たちに、例えばふるさと住民票なるものを

発行して、清里町の準町民になってもらいます。そうすれば４千人の町でも、準町民を合わせれば

３万人にでもなり得るのです。このような清里町応援団会議の創設を提案します。町として関係人

口の創出と拡大についてどのような考えを持っているかをまずお尋ねしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

只今、堀川議員からいただきました、清里町における関係人口の創出・拡大についての御質問に

お答えをさせていただきます。御案内のように清里町の人口につきましては、昭和 35年の１万１

千 12人をピークに減少傾向にあります。この令和元年８月末の住民基本台帳では先ほどお話があ

りました４千 30人となったところでございます。町では人口減少・少子高齢化対策として、移住・

定住対策、雇用の創出、体験型観光の推進、子ども子育て支援、教育環境並びに生活環境の充実、

商工振興の強化、農業経営の安定化方策など、各分野ごとに目標の達成に向けて様々な対応・対策

を進めてきているところでもございます。ご案内の関係人口でございますが、議員の方からありま

したように、定義としてはご案内のとおりに移住した定住人口でもなくて、また観光に来た交流人

口でもない。地域や地域の人々との多様に関わる人と、そういうふうに定義づけられているという

ふうに聞いております。国におきましても地方創生の新たな総合戦略の柱として、短期滞在やボラ

ンティアなど、様々な形で継続して関わっていただける方々。いわゆる関係人口の拡大。これが掲

げられているところでもございます。また総務省ではその他、地域外の方々が、関係人口となるき

っかけの提供に取り組む、地方公共団体を支援する、モデル事業。関係人口創出・拡大事業を実施

しているところでもあります。本町における関係人口の取り組みとしては清里町ふるさと応援事業、

ふるさと納税等の取り組みがありますが、関係人口は地域のファンとしての一面もありまして、何

度も清里町を訪れてくれる観光客や、清里焼酎などの特産品を定期的に購入してくれる方。また清

里町の良さをＳＮＳなどで発信をしてくれる人達。さらには清里の物づくりや、事づくりに関わっ

ていただいた方。例えば焼酎瓶。そのリニューアルに関わっていただいたクリエーターの皆さん。

こういう方々も含まれるものと思っているところでございまして、要は清里を愛して応援してくれ

る方々の集まりといいますか、そういうイメージを持っております。こうした方々は交流人口とと
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もに増やしていくということが地域の活性化や元気に繋がっていくものと考えております。そのた

めに、これらの関係人口、交流人口。まちづくりや地域づくりの課題解決にも関わってもらえるよ

うな、そうしたネットワークへと広げていく。こういうことがこれから必要になってくるものと認

識をしているところでございます。御質問にありましたふるさと住民票制度。町民になってもらう

ということになろうかなと思います。それと、またもう１つは、北海道も実施を始めました北海道

応援団会議。いわゆる清里町応援団会。そうした創立等も含めながら、清里町に何らかの強い思い

を寄せてくれる、そのファンをつくる。そうしたことが必ずや必要になってくるものと認識をいた

しております。今後十分にですね、これらの内容について検討を加えながら、これらの導入に向け

た対応策について、進め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、御理解を賜

りたいというふうに思います。以上、申し上げまして、１回目の答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

ただいま答弁いただきました。まさに、清里町を応援してくれる人を増やしていく取り組み。そ

れが関係人口を増やしていく取り組みということに繋がると思います。それでは関係人口の増加に

繋がる取り組みについて、個別に再質問させていただきたいと思います。まずは、ふるさと納税に

ついて。ふるさと納税は生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域、応援したい地域へ寄付を行

うことにより、それぞれの地域との関係が生まれ、そして寄付をいただいた市町村は自慢の特産品

をお礼にお返しします。この制度が始まって、平成20年から始まって 10年近くたちますけども、

次第に返礼品競争がエスカレートし、本来の趣旨とは違う方向になってきました。なので、総務省

は、返礼品はあくまでも地元のもので、そして御礼の品物の金額も、寄付額の３割以内という風に

制度が厳格化されているのも、現在のところです。しかし、それでもやはりお礼の品は充実させ、

特産品として町をＰＲして行かなければならないと考えます。清里町でのふるさと納税においては、

積極的に取り組む以前の平成 27 年度は 119 万円。平成 20 年からの累計でも 300 数十万円と

あまり多くはありませんでした。そこで、ふるさと納税のサイトと提携した平成 28年度からは、

一気に寄付額が伸びまして、平成 28年度 771万円。平成 29年度 842万円。ちなみにですけど

も、寄付金の使い道を寄付してくれた方は指定ができるんですけども、寄付金の使い道の希望とし

ては、次代を担う子供たちを育むふるさとづくり。子供たちにできるだけ使って欲しい。そのよう

な希望が全体の７割を占めています。昨年度ですが、昨年度の清里町のふるさと納税寄付額は 777

万円でした。前年から比べて 13％の減少。オホーツク管内では、残念なことに下から３番目とい

うような寄付額でした。実例を申し上げますと、管内トップの紋別市は 21億５千万円。これはも

う別格ですけども、隣町、小清水町は２億９千万円。大空町１億７千万円。ほとんどの地域が２千

万円を超える、５千万円台もかなりの数です。他の市町村が順調に寄付額を伸ばしている中で、清

里町は残念ながら低調な横ばいを続けています。より良い関係人口をつくっていく上で、ふるさと

納税にもっと町は力を入れていくべきだと考えますけども、町としてのふるさと納税に関する考え

方。これをお伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 



37 

 

○町長（ 引政明君)  

関係人口とふるさと納税の関係でございます。ご案内のように、ふるさと納税制度、平成 20年

からスタートいたしました。元々自分を育んでくれたふるさとに、幾分かの自分の意思で寄付行為

ができないかというところから始まった制度でございました。ただ現在としてはですね、実際問題

としてはそれ以外のふるさと以外の自分が生まれ育ったと関係なく寄付をして、返礼品を目的に近

い、そういう運用の仕方がずっとされてきたということですから、沢山の寄付金を集めているとこ

ろは、人気商品をずらっと並べてですね、自分の町で作ったもの、また採れたものと一斉関係なし

にやって、大量に寄付金を集めたという事例も出てきているわけでありまして、そんなところから

今回、総務省ではそれでは本来の元々のふるさと納税の趣旨が違うということで、元の姿に少しで

も戻そうということの中で、返礼金については地場のものでなくてはなりません。それから返礼品

の金額については、寄付金総額の３割ですか、超えることは駄目ですと。それを超えるとペナルテ

ィーとして、納税の形での減税はできないという、そういう仕組みになってきているようでありま

すが、ただこの間、委員会での答申がありまして、それが果たして規制がどうなのかということで、

今少しすったもんだしているような状況かなというふうに思っております。清里町においては、も

ともとこの寄付金を目的に町の財政運営を行うという考え方が更々なかったわけでありまして、た

だ、やはりそこで使われる地場のものであれば、それを買い上げて返礼品として使うことによって、

買い上げた先の企業の皆さんは少しでも潤っていただくことができるんではないかというような中

から、地場産に限定した今まで取り組みをいたしました。そうした結果、１番人気はじゃがいもと

玉ねぎのセットであります。２番人気は、玉ちゃんまん。３番人気はじゃがいも焼酎とこういうふ

うになっております。それぞれ関係人口や交流人口との関係で、町の場合は斜里岳の登山だとか、

マウンテンバイクだとかいろんなそういうアクティビティ、要は体験型のですね、商品を用意して

やったところなんですが、現状としては、そちらの申し込みというのは、ほとんどないという状況

で、やはり品物を目当てに寄付をされる方の方がはるかに多い実情になっているということでござ

います。また、このふるさと納税の関係、初めは、さとふるで開設をしたんですが、それだけでは

やはりあれだなということで、ふるさとチョイスという、もう１つの仲介窓口があるもんですから、

そちらと、今２つになってから 700万、800万という数字になってきた。それまで 100万台の

御寄付であったかなということでありますので、窓口をもう少し広げることによって、まだ手法は

あるのかなというふうに思っているところでもありますし、また返礼品の関係においてもですね、

どうしても清里の場合、海がないものですから、海のものを用意ができないと。人気商品のトップ

は海のもの。そしてほぼトップ、同格なんですが、あと畑のと言うよりもというよりもお肉ですね。

そういう関係が、非常に返礼品のトップにあるということでもありますが、残念なことに両方とも

清里では地場物としての用意をすることは、極めて難しい環境にあるというようなことで、今ある

中で少しでも魅力的な物を揃えながらやっていきたいなと。それと先ほど申し上げましたように、

仲介サイトをもう少し増やすことによって、さらにＰＲ効果が出てくるのかなと。そんな思いでい

るわけでございます。新たな返礼品として、今、緑でコーヒーをやられている。その部分今回入れ

ましたので、その部分今回入れましたので、もう少し見ていきたいなというような思いもいたして

いるところであります。いずれにしろ批評をいただくことについては、非常にありがたいことであ

りますから、その法の規制の範疇、また返礼品の見直しの中においてもですね、少しでも寄付額が

増えるように我々としても色んな面で努力をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理

解を賜りたいというふうに思います。以上であります。 
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○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

今、町長の方から返礼品の一番人気は海産物。２番目はお肉というふうなお話がありましたけど

も、実際そのとおりでありまして、海を持っている自治体は非常に強くて、カニですとか、いくら

ですとか、そういうもので目を引くような返礼品を用意して、それで寄付額を伸ばしている現実も

ありますけども、海のない町でも随分頑張っているところはあります。それで言えば西興部ですと

地元でつくられているギターを返礼品にして、寄付額を 2.4倍に増やしているという事例もありま

すし、津別町なんかも海のない町ですけども、津別町も４千８百万円。津別町は寄付をいただいて

います。工夫次第で、海のない町でも、肉のない町でもどんどん活躍の場はあるんだろうなという

ふうに思います。本来の趣旨で言いますと、清里町を選んでくれて応援してくれる人を増やして、

そして清里町を選んでくれて寄付を頂くというのが１番の趣旨で、それが１番ありがたいわけです

けども、やはり目につくような特産品を、まずは目につくところにＰＲする。そこから清里町への

応援の入り口をつくっていくという手法も必要でしょうし、特産品を新たに作っていくっていう、

そういう醸成と言いますか、特産品を作っていくっていうことにも繋がっていくと思うので、その

辺はやはり力を入れていただきたいなというふうに思っています。自分でも清里町のふるさと納税

が増えない訳ということを、分析させてもらったんですけども、まずはお礼の品がやはり少ないな

っていうふうに、それは感じます。先ほども言われましたように、人気の品物が農産物。じゃがい

も・タマネギなんかは全体の６割を超える人が返礼品として希望しているわけですけども、残念な

ことにじゃがいも・タマネギの掲載が、受付終了になっていたりですとか、受付期間外になってい

たりだとか、その辺のやっぱりちょっと残念なところがあって、そこに目が行かないのかなという

ふうな感じもありますので、人気の農産物を品切れさせないで掲載するために、生産者ですとかＪ

Ａと検討を重ねて欠品しないような形で進めていっていただきたいなとそのように思います。その

他にもユニークな返礼品を考えられるわけですけども、例えば木工品。木工同好会の方々がつくる

木工品もありだと思いますし、陶芸品もすばらしい陶芸品も町内でつくられております。または手

紬ニット。あれなんかも、もの凄い貴重なものとして重宝されているところですし、ましてや日本

一とも言ってもいい小麦粉ですとか、そば粉。澱粉、きな粉。これもどんどんＰＲしていって欲し

いですし、アクティビティでダウンヒルサイクリングですとか、渓流釣り体験だとか。とにかく、

まだまだたくさんの返礼品が生まれてくるように思います。目に引くようなお礼を増やし、さらに

ＰＲしていかなければとこのように思います。そしてもう１つ、現在のままではせっかく寄付した

のに、寄付してくれた方と町との繋がっている間。これがなかなか生まれない。生まれて行かない

のが現状かと思います。清里町を応援するのであれば、清里町への町への応援メッセージを書き込

む欄を設けていただきたいですし、町からも寄付してくれた方々にメッセージを伝える方法、これ

も必要だと思います。さらに使い道も、先ほど子供たちのためにというような寄付が１番多いとい

うことでしたけども、使い道も特色を生かして、清里町の特色を出した使い道。例えば神の子池の

環境を守るですとか。百名山の斜里岳の環境守る。あるいは特産品のじゃがいも焼酎を応援するで

すとか。清里町独自の目にひく、神の子池なんかは本当に清里町という名前よりも神の子池が有名

なぐらいですから、その神の子池の特徴を生かした使い道を提案するですとか。ぜひそういうよう

な使い道の特色も出していっていただければいかがかなとそのように思います。そしてふるさと納

税をしてくれた人には、ふるさと住民票を発行し、さらに絆を深めてもらい、また次の年も応援し
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ていただく。そのような仕組みづくりが必要かと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

ふるさと納税の関係でありますが、納税をしてもらうための色々な商品の集め方。または開発の

仕方と、いろいろ御提案をいただいたところでもあります。今現在で、清里町では 29品目を一応

登録をして発売をし、それに寄付をお願いしているというようなことでありますが、その中に、ま

だ先程御提案をいただいた部分として木彫だとか陶芸だとか、そういう部分はまだ入っていません

ので、これらが果たして作られている方々のニーズと合うかどうかと色々ありますので、検討を加

えていければいいかなというふうに思っております。それとまたその寄付を受けた以降の寄付の活

用の仕方。これらについてもですね、今現在は、子ども子育て施策への寄付というのが非常に多い

わけでありまして、多分その傾向は清里の場合はそんなに変わらないんではないかなと今後におい

ても、思っておりますので、それらをしたことによってどういう効果がその寄付したというか、こ

の町であってという部分を、ＰＲを含めてですね、やはり事後のフォローについても、しっかりや

っていきたいというふうに思っております。今までも全体としてはですね、季節のあいさつを寄付

していただいた方には町のＰＲを兼ねて、あいさつを情報を出したり送付したり、そして少しでも

清里に繋がりを持ってもらうというような対策をしてきたところでありますから、そういうような

ことの継続と、さらに今申し上げたような中での強化と、そしてこれが果たして、これからの対応

になってまいりますから、どういう形がいいのかどうかというのもありますけども、場合によって

はふるさと住民制度をうまく組み合わせていくだとか、こちらの方から関係性を切らないように、

色んな対応をしていければなというような思いをいたしております。それから寄付される場合にお

いても、どちらかというと品物との絡みでいきますとそういう形になりますが、ある一種のクラウ

ドファンディング的な考え方もとっていけるのかなと。場合によっては、今回、特に神の子池周辺

の整備。補助事業等を当然導入したいと思っていますが、補助残等については、そのまま行けば当

然町単費になりますから、その補助残を少しでもそういう関係の方々の御寄付をいただけているの

であれば、そういうところにしっかりと明確な形でその利用目的を出しながら寄付を集めるという

のも一つの手法だという。必ずしもクラウドファンディングという、きちっとした制度にはまらな

くてもですね、今言ったような形の中での御寄付を今まで子ども子育て、プラスそういう環境。清

里の神の子池の環境を守るためにという、そういうようなＰＲができるのかなというふうに思って

おりますので、そういう部分を含めた中で全体調整ができれば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)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

今町長が申されました、クラウドファンディングなんかも非常に良い手法だと思いますし、今後、

ふるさと納税が２倍３倍と順調に増えまして、さらに清里町を応援にしてくれる関係人口が増える

ことを期待していきたいと思います。 
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次に、体験型観光について質問させていただきます。今年度の執行方針で町長はこれ述べられま

した。体験型・滞在型のグリーンツーリズムを民間企業や観光協会と連携しながら魅力あるツアー

や体験メニューを商品として本格運用してまいります。しかし、残念なことに今年のグリーンツー

リズムは停滞しています。昨年まで数回のモニターツアーを実施して、まんなかひとりじめプロジ

ェクト。畑でランチ。そして畑ガイドさんも準備でき、さあ今年はという時にすっかり凍結したか

のごとく７月、８月、ほとんど何の動きもありません。ＰＲの不足なのか、あるいは予算の谷間な

のか。あるいは人事異動が観光シーズン直前の７月だったからなのか。様々な原因が考えられると

思いますが、グリーンツーリズムが停滞している、この点についてどのような考えをお持ちなのか

お伺いしたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

清里町の交流人口・観光人口、それから関係人口。少しでも増やしていきたいというような中で、

体験型の観光。いわゆるグリーンツーリズム事業ですね、昨年から模索をしてきたところでありま

す。特に大手の旅行会社、ＪＴＢを通じながらですね、商品化を今年から進めております。昨年ま

ではモニターツアーの形で、これも、まんなかひとりじめプロジェクトという形の中で実施をさせ

ていただいたわけで、多くの農業関係の皆さんの協力の中で、推し進めてきたという事実がありま

すが、今年からいよいよ商品化をし、具体的にＪＴＢさんに募集をしてもらいながら、こちらでそ

の受け入れ体制をつくってくという形で進めてきたところでありまして、これも一昨年までのモニ

ターツアーで組んでおりました、きよさと・まんなかひとりじめプロジェクトのその中に位置づけ

をしながら進めているところであります。ただ、今年の状況はですね、余り芳しくないと。これも

要因的にはですね。今年の予算編成が選挙の年であったということで肉付け予算が当初からできな

かったと骨格予算でスタートをしましたので、これらに係る予算を、６月の定例で予算化をさせて

いただいたものですから、当初のＰＲの方がですね、手薄になってしまったなというようなことで

こういう状況になってきているなというふうに思っておりますが、これからまだ秋口向けての対応

がありますので秋口に。それから今までの中ではグリーンツーリズムの中でありますけども、場合

によっては、ホワイトツーリズム。スノーモービルだとかかんじき履いて歩く。そういうような、

また歩くスキーだとかいろいろありますし、清里にはおかげさまで、緑のスキー場があります。そ

の中をうまく活用した。スキーの部分と温泉を繋いでいくだとか、いろんなメニューが考えられる

かと思いますので、これについても、今後の対応検討策として捉えていきたいなというふうに思っ

ているところでもあります。いずれにしろ、これから今年１年だけの話でありませんので、今年含

めて来年、再来年と、それらの対応がより広がりを見せていけるそんな対応になるように我々とし

ても色んな部分で研究をしていきたいと思いますし、またその中で交流人口や関係人口の皆さん方

とのＰＲを含めながら進めていき、且つ、いろんな旅行関係業界のこともありますので、そういう

中にも対応していけるように前向きに検討を加え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。以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 
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○４番（堀川哲男君)  

予算が骨格予算だったのでとお話しされましたけれども、このような事業はやはり継続が原則で

すので４年に１度停滞がやってくるんではお話しになりませんので、やはりそれらを踏まえて早い

うちからの準備で早いうちからの予算編成、予算の使い道、その辺をしっかりと肝に銘じて継続的

に事業を進めてもらえるように、そこら辺は宜しくお願いしたいと思います。大きな話題と期待で

緑地区に試験導入されましたトヨタのアイロードも、あまり芳しくありませんし、ウィラー主催の

レストランバスも清里分に関してはキャンセルになってしまいました。やはりこれは我々のＰＲの

仕方、そしてこちらの言うなれば熱量が少し足りないのかなと、そのような感覚を持っています。

体験型の観光は、清里町の本当の豊かさや生活を知ってもらい、人と接することで清里町の人情、

温かさ、これらに触れてもらう絶好の機会になります。それこそいい関係人口を築くツールだと考

えます。是非、体験型観光この辺に力を入れていただいて関係人口増加、力を入れていただきたい

と思います。 

体験型観光とも関連がありますけども、モンベルとの提携についてお伺いしたいと思います。昨

年６月の一般質問で、アウトドアメーカーのモンベルとの連携協定について提案させていただきま

したが、町長からあんまり積極的な返答はいただけませんでした。モンベルは小清水町との連携協

定の後、網走市、大空町、北見市とも連携し、東オホーツクの体験型観光を後押ししています。今

年６月には、網走湖から藻琴山山頂を目指すシーツ―サミットが開催されました。清里町はグラン

フォンドなど歴史あるサイクルスポーツも盛んですし、百名山の斜里岳もあります。東オホーツク

の体験型観光を考える時、清里町は非常に魅力的な町だと思います。また、モンベルは会員制をと

っており、会員数は昨年で 86万人います。会員には年４回の情報誌が届けられます。清里町との

連携が上手くいけば、90 万人近くが読む情報誌に清里町の名前が紹介されることにもなります。

清里町の知名度アップのため、ショップを誘致するということではなく、より充実した体験型観光

を推進していくためにも、モンベルとの連携を考えるべきだと思います。町長の考えを再度お伺い

します。いかがでしょうか。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

まず前段に、体験型観光の今年の状況を先ほど申し上げましたように停滞しているというよりも

スタート時点のですね。予算繰りの関係で少し遅れてスタートしたということであります。たまた

ま今年度は選挙の年で、予算が骨格予算であり、肉づけ予算が６月以降ということでのスタートの

ズレということになりますが、これは、たまたま今年新規事業としてのスタートだったものですか

ら、そういう形になりますが、４年後に向けては、今度は継続事業という形でとらえて必要なもの

は当初予算で計上していくというやり方になっていけば、スムーズな繋がりが出てくるんだろうと

いうふうに思っておりますので、そういうような配置の仕方についても十分に検討させていただき

たい。そういう中で、事業は途切れることのないように円滑な推進ができるようにしていき、且つ、

関係人口、交流人口、また観光事業の人口の増加に向けた対応策として取り組んでまいりたいとい

うふうに考えております。 

それからモンベルとのですね、アウトドアメーカーであります。御案内のように昨々年、小清水

町の今の浜小清水の所に道の駅。そこにモンベルショップが新しくできました。そんな関係で小清
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水町においてはフレンドタウン。それの協定を結びながらそして関係の網走、大空町、北見市さん

においてはですね。フレンドエリアというそういう区域の中の一員として登録をしながらそれぞれ

事業等を展開しているというふうにお聞きをいたしております。これらの関係について、今、議員

の方から御指摘をいただきましたように会員数が84万人全国でいるというのも承知をしていると

ころでありますし、また会報みたいなものも流れてきているというふうに聞いております。私自身

も会に入っておりますので、そういう面ではある程度理解をしているところであります。ですから

少しでも色んな機関と連携を持つ、繋がりを持つという意味においてはですね、決して否定をする

ものでも何でもないというふうに思っておりまして、モンベルともですね、そういう事業連携の中

でしっかりやって行ければいいかなというふうに思っております。ただ、現状論として先ほどお話

がありましたように網走湖から藻琴山までの、昨年はそういう事業が目に見える形で実施されてき

ておりますから、これからモンベルさんの方も徐々に地域に浸透しながらですね、新しいメニュー

等を開発していくそういう時期になってくるだろうというふうに思っております。私どもの町、先

ほどもありました東オホーツクの観光の広域観光の拠点として、清里町自体は観光地ではありませ

んけれど、また違った意味でグリーンツーリズムだとか、いろんな体験型を提供できる環境にある

ことも事実ですし、色んな国立公園や世界自然遺産の登録地からも非常にこう１時間の範疇で、行

き来のできる交通の要所としての利点性もあるだろうというふうに思っておりますので、そんなも

のも含めながらモンベルの色んな事業とのタイアップについて、これから十分に検討させていただ

きたいというふうに思っております。暫く時間を欲しいなというふうに思っているところでありま

す。これらのモンベルさん以外も、色んなアウトドアメーカーっていうのはありますから、もし機

会があれば決してそこだけに絞る事ではなくて色んな部分との提携ができていければ尚いいかなと

いうふうにも思っておりますんで、それらを含めながらまた色んな部分での繋がりを考えていきた

いというふうに思っておりますんで、ご理解をいただいたというふうに思います。モンベルさんだ

けもうちょっと時間下さい。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

自分、モンベルのまわしものでも何でもないんですけど、やはり国内で言えばやっぱりモンベル

なんですよね。やはり先ほど言いました会員数もしかり、体験型観光のメニューもしかり、色んな

ものを沢山持っていますし環境に対する考え方もしっかりしているということで応援いただいてい

るアウトドアメーカーですので、ぜひ町長はモンベルの会長とも面識があるんですから是非モンベ

ルとの連携を積極的に進めていただきたいなと、そんなふうに思います。 

続きまして、また連携の話ですけども山梨県の清里町との連携。これについてちょっとお伺いし

たいと思います。清里と言えばやはり山梨県の清里が観光地、避暑地として全国的に有名です。こ

の清里と、我が町清里、何とか連携してＰＲに繋げていけないかなと、このような思いを持ってい

ます。この意見は様々な方面から何度も提案されている意見なんだと思います。以前、町長からは、

昔打診したことはあったけれどもつれない返事だった。市町村合併で北杜市に合併されて自治体と

しての清里は無くなってしまったので…。このような話を聞きましたけども、町はなくても観光振

興会という観光協会はありますし、観光協会同士の連携もできると思います。観光業界同士の連携

ができればこんなキャッチコピーはどうでしょうか。山梨の清里と北海道の清里、今年の夏はどっ
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ちの清里に行く？こんなようなキャンペーンをお互いの清里観光協会同士で連携しながらキャンペ

ーンを張れれば、凄い面白いなと思います。さらに北杜市、先ほど清里地区が合併された北杜市で

すけども北杜市はウィスキー、ビール、ワイン、日本酒、焼酎、この５種類全部のお酒をつくる会

社が、それぞれの会社ですけども集中している数少ない自治体です。お酒繋がりで、うちの町の清

里焼酎ありますからお酒繋がりの連携というのも可能性としてはありじゃないかなというふうに思

います。山梨の清里に興味を持った人や実際に行った人に北海道にもこんな清里があるんだという

ふうに知ってもらう。そのためにも山梨の清里町との連携、いま一度探ってみてはいかがでしょう

か。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

関係人口や交流人口としての山梨県の清里町との連携の強化という部分でお答えをしたいと思い

ますが、現在清里町はご案内のように交流をしている町。これは鶴ヶ島市、それから佐野市。鶴ヶ

島についてはですね、ひまわり会という女性の団体の方が清里に視察研修に来られた。それを機に

色んな繋がりを持ったということであります。そしてもう１つは佐野市ですが、佐野市については

佐野市側から清里において苺の苗のリレー栽培ができないだろうかという問いかけをいただきまし

てそれを機に、交流が始まったというような状況であります。国内的にはこの２ヶ所が今、交流を

続けているということであります。また国際的には姉妹都市結んでいるモトエカ町と、この３ヶ所

が公式な面といったらあれですけども、正式に交流をさせていただいているということであります。

今、議員の方からありました山梨の清里でありますが、以前にお話しのとおり、私の方が問いかけ

をしたことがあります。ちょっとつれない返事でそのまま終わってしまったなというような。私一

回、行ってるものですから現地。その時に清里とその時も町村名は清里町ではなくて高根町という

町の清里という地区。たまたま、そこに清里という駅があるものですからそこにも行きました。も

ともと発祥はそこに移住された外国の方、清泉寮って書いてセイセンいうのですね。うちも清泉が

あるものですから同じ字だということで清泉寮まで出かけて行って、そして向こうの担当者とお会

いしてその話をさせていただいたんですが、何となく向こう有名なものですから、つれなかったな

ということで、その後もなかなか交流ができなかったというような実態にあります。その後、時間

の経過とともに合併問題が起きまして、向こうは今、北杜市の高根町字、高根町といっても行政の

形としてはないわけで、地名としての高根町。地名としての清里という形になっておりますんで先

ほど色々御提案をいただいた面白いやり方もあるかなというふうには思っておりますが、具体的に

交流を始めるということになれば、より綿密な流れの中でやっていかなきゃならんなというふうに

思っておりますので、向こうの思いも尊重しなければならない、こちらの思いも聞いてももらわな

ければならん。これらについてもどういう手法がいいのか。町村会だとかそういう部分を通じなが

らですね。もう少し調整をさせていただければなというふうに思っております。また新たな部分で

の、どこでひょんなことが起きるかわかんないのが交流なもんですから、新たな角度という観点よ

りも、色んな候補地の１つとして検討を加えさせていただければと思います。実は清里はですね、

その以前には新潟県に清里村というのがあってそこで交流をした経過があります。今は上越市に合

併になってしまって、字清里ということで同じような条件になりますし、当時の清里村とはずっと

交流をしてきたという経過がありますから、それらをどう対応していくかという部分もまた新たな
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角度で考えなければならないかなというふうにも思っております。それと元のですね、林野庁の職

員が清里に来ていたこともあります。その職員が林野庁に戻ってまた派遣された先が福島県の古殿

町というその関係があって、古殿の方からですね。何回か清里にも来ていただきましたし、清里か

らも行ったという経過があります。ただ具体的な交流までには結びつかなかったというものもあり

ますけども、一応そういうことで何回かの行き来がありましたから、それらをまた頼って色んな形

での交流の手法があるのかなと、そんなことも思っておりますので、そこら辺との交流の方法、さ

らには今回清里町は日本で最も美しい村連合に加入させてもらいました。63 の市と町と村とそし

て地域があります。せっかく加盟をしたわけですからその中からも交流の相手を、何とか探してい

きたいなというようなことで、いろいろ担当者会議の中でも、模索をしているというような状況に

もあります。具体的な一定の方向性が出てくると、また議会とも十分に相談をさせていただく中で、

交流相手先として選定をしていきたいなとそんなことを思っているところでありますので、先ほど

の高根町清里も１つの候補地として検討を加えさせていただければというふうに考えておりますの

で、よろしく御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

ぜひ美しい村連合の市町村との連携も今後十分必要だと思いますし、山梨の清里ともぜひ諦めな

いで道を探っていただければと、そのように思います。 

最後になりますが、清里町応援団会議についてということで質問させていただきます。この春、

就任された鈴木北海道知事、町長からもお話ありましたけども、鈴木北海道知事は北海道応援団会

議を創設し、北海道を愛する道内外の企業、団体個人から応援していただき、北海道を活性化して

いきたいとしています。ぜひ、この考え方を清里町にも取り入れていただきたい。このように思い

ます。先ほど来言っていますが、ふるさと住民票というのも１つの方法でしょうし、準町民として

清里町を応援していただく。そして清里町を応援する思いを持つ人たちのネットワークをつくり、

さらに拡大していく関係人口を増やして、それを清里町応援団会議として形にしていく。冒頭でも

述べましたが、４千人の町でも、３万人の準町民を加えれば、まちづくりも変わっていくと思いま

す。清里町応援団会議。言いかえれば清里町サポータークラブ、清里町の株主さん、色んな言い方

があると思いますけどもそのような考え方、必要だと思いますが、町長の考え方をお伺いしたいと

思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

只今の関係人口と清里応援団会議といいますか、また組織がないわけですからあれですが、現在、

北海道においてですね。新しく知事になられた鈴木知事が北海道応援団会議の創設ということで動

き始めております。私どもも先だってその応援団会議の内容について御説明をいただいたところで

あります。基本的に会議そのものを設置するというよりも、緩やかなネットワークとしての応援団

会議という形で運営されると。いうふうに聞いておりますし、またその中に具体的に色んな項目が
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出てきますのでそれぞれの町村との連携の中で進めていきますというふうに言われておりますので、

必ず色んな部分において連携をしていくと、そういう場面が出てくるんだろうというふうに思って

おりまので、またこれどういう形でそれが今動き出していくのかなというふうに注意をして見てい

るところであります。今月の末に確かですね東京において、その応援団会議のセミナーが東京で要

は、関係人口を集めるということで開催されるようであります。そこに具体的な応援団会議として

の内容をそこで説明をするというふうに言われておりますので、そこでどういうような説明になっ

てくるのか。じっくりとみたいなというふうに思っているところであります。いずれにしても関係

人口、交流人口少しでも多く増やしていくということになれば、その会議の名称は別にしても、や

はり応援団をいかに集めるかということになろうかと思います。当然、清里町にはふるさと会があ

りますが、そこがまずは第一義的な応援だと私は捉えておりますので、そういう中から人と人との

繋がりというのは、まだまだ大きくあると思います。清里町との繋がりは直接的にはふるさと会の

会員ですが、その会員の方、１人１人が何十人、何百人というそういう交流を持っているはずだと

思っておりますので、そこら辺を改めて掘り起こすような形で、何とか横のネットワークを広げて

いかれないかなという思いをいたしているところであります。毎年ふるさと会の総会が 11月に東

京で行われます。この中ででも今回のこの応援団会議じゃありませんけれども、応援団としての支

えをいただけるような、そういうお話もしっかりしていきたいというふうに考えているところでも

ありますので、それらの部分も含めながら、先ほど御提案をいただいた部分をあわせて検討させて

いただければ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。以

上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君)  

北海道応援団会議も動き出したばかりですし、これにも十分注目していただいて連携できるとこ

ろは連携する。真似するところは真似する。ぜひそのような形で、清里町にもこのような考え方を

取り入れて進めていっていただきたいなと思います。また、ふるさと会の話もされましたけども清

里町出身のふるさと会というのは一番心強い清里町の応援団になり得る人達だと思いますのでその

人達との連携、そして拡大ネットワーク作り、そこら辺も十分に力を入れていっていただきたいと

思います。２年ほど前からですけども、この注目されてきた関係人口というワードですけども国も

今力を入れ始めています。関係人口創出拡大事業、このようなものも行われ町長も言われましたモ

デル事業も行われています。今日の道新にそのモデル事業の関係で上士幌町の話題が載っていまし

たけどもぜひこのようなモデル事業に手を挙げるというのも１つの方法だと思いますし、関係人口

を増やしていく取り組みにぜひぜひ力を入れて行っていただきたいなとそのように思います。重ね

て関係人口、これは目に見えるものとして清里町応援団会議。ぜひ前向きの検討をお願いしたいと

思います。この件は、すぐに町民の生活が豊かになるわけでもありませんし、しかし将来の清里町

を寂れた町にしない未来の子供たちのためにも取り組んでいかなければならない大きな課題だと思

います。関係人口増やすこと、清里町の応援団を増やすこと、この取り組みをぜひ積極的に取り組

んでいただくことをお願いしまして私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  
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町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

清里町を様々な今までの取り組みを生かした中で、さらに応援団を増やしていくと。そして関係

人口や交流人口を増やしていく。そして町の活性化に繋げていけるように、これからも色んな機会

を通じながら、そうした取り組みに積極的に進めていきたいというふうに考えているところであり

ます。色んな手法があるかと思いますが、１つに拘ることなく色んな様々な手法を通じながらです

ね。少しでも拡大をしていくように努力をしてまいる所存でありますので、ご理解をいただきたい

というふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

これで堀川哲男君の質問を終わります。ここで１４時３５分まで休憩といたします。 

 

休憩  午後 ２時２１分 

再開  午後 ２時３５分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩前に引き続き一般質問を続けます。次に、前中康夫君。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君） 

先に通告しました質問事項でまず１点目として、清里町における指定管理による温泉３施設の現

況と課題について、それぞれの温泉施設について、３項目ほど質問させていただきます。先般の委

員会で平成 30年度の温泉施設の利用実績が報告されました。各施設とも入浴、宿泊、食堂施設は、

売り上げは前年比を下回りました。これは北海道胆振東部地震とそれに伴うブラックアウトの影響

が考えられますが、そのダメージを国が推し進めた約 80億近くの補助金、北海道復興割の取り組

みにより最小限に影響を抑えることができたものと考えられます。また諸外国からのインバウンド

も、本町において個人の旅行者などを中心に増加していると聞いております。今年度においても各

施設での状況は、緑清荘においてＢ館のリニューアルにより宿泊客の伸びが例年以上と聞いており

ますし、また道の駅パパスランドでは１日の入館者が２千 300 人を超えた日もあったと聞いてお

ります。また７月、８月の入館者ざっくりとした数字ではありますけども、４万人というような来

客数があるという話も聞いております。また緑温泉も、神の子池や裏摩周湖の認知度増による利用

客の増加と新しい移動手段の超小型電気自動車の貸出業務が７月より始まったようでございます。

さて、そのような各施設においてまず 10月１日、消費税増税に伴い、宿泊料金、入湯料の算定に

おいて現行施設の使用料、入湯料は、条例で決められていますが、利用者への変更後の周知などな

されているのかまず御答弁願います。 

２項目目として、道の駅パパスランドにおける駐車場において、最近特に６月下旬から８月のお

盆過ぎにかけ、夜になるとキャンピングカーや仮眠をする車などが占有し、入湯や食事目的の利用

客の駐車が困難な状況について、どのように認識し対策など指定管理者と協議されているのか。ま
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た、道の駅パパスランドのレスト運営の中で週１日、休日などの月もあり、町としてどのように捉

え、今後の対応について検討されているのかをお伺いいたします。  

さらに緑の湯では新しいモビリティーの小型電気乗用車アイロードの貸出業務をされていますが、

今後の展望と方向性についてご答弁願います。 

次に２点目として、緑地域の活性化振興対策について質問いたします。平成 30年３月をもって、

緑小学校が閉校になり、緑地域のイベントの緑のフェスティバルも 30回を最後に昨年終了いたし

ました。また新たな緑活性化対策事業の構築のために地域の代表や、地域おこし協力隊、企画政策

課、あわせて北海道立総合研究機構も参画され、プロジェクトなる地域協議会的な団体を作り、喫

緊の課題の洗い出し、並びに旧緑町小学校の活用など幅広く議論され、課題解決のため取組み組織

が行われましたが、７月に解散との説明を受けました。解散まで至った経過の説明と町長はこの解

散をどう受けとめたかを御説明願います。 

また、今後の緑地域活性化対策の展開と進め方の考え方、方向性についてどのように執り行うの

か町長の所見を伺います。以上、２点についての御答弁をお願いし申し上げ、１回目の質問を代え

させていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

ただいま前中議員からいただきました指定管理による３温泉施設の現状と課題、そして緑地域の

活性化対策事業、この２点についてお答えを申し上げたいと思います。まず１点目の指定管理によ

る３温泉施設の現状と課題でありますが、ご案内のように、この１点目の消費税増税に伴う宿泊料・

入湯料の算定につきましては、10 月１日からの消費税の増額に伴う影響について宿泊料・入湯料

ともに新たな消費税での料金の設定等となるということであります。宿泊料につきましては、指定

管理者が町の条例で定めた額に新たな消費税率を乗じた額を収入するという手法になりますが、指

定管理者においてはこの額を圧縮しながらですね。収納するというようなことで、今模索をしてい

る状況だそうであります。また、入湯料につきましては、３施設とも条例で定めた料金を収納する

ということでありまして、今般の消費税率の改定後におきましても、それぞれ新しい料金の設定に

なってまいるというふうに思います。ただし、料金の設定に当たって 10円未満切り捨て方式をと

っておりますので、それによってですね、そのまま大人の料金は多分切り捨ての中に入ってしまう

ので、現行と変わらなくなるのかなと思っておりますが、子ども料金については切り上げになるよ

うでありますので、10 円ほど上がった料金ということになるというふうに思っております。また

宿泊料についてでありますが、繁忙期、閑散期、色々状況があります。そうした状況に対応できる

ように、今後、宿泊料の全体の基本となる部分の見直しの検討をしていきたいというふうに考えて

おりますし、入湯料についても、しばらくの間、手をかけてきておりません。現行の公衆浴場料金

及び近隣の公共施設の温泉の入浴料などを参考にしながら、新年度に向けて料金改定見直しについ

て検討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。 

また２点目のパパスランド道の駅における駐車場の管理仕事レストランの休日の関係でございま

す。パパスランドの道の駅につきましては、近年のキャンプングカーの人気と言いますか、そうい

うものも、どんどん増えております。そしてまた各所のですね。観光に行くにはですね、非常に便

利な場所にあるというようなことで、多くの皆さんが、本来は、滞在はあまり好ましくないのでし
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ょうが、駐車場に滞在をするというようなことで御利用になっていただいております。道の駅とし

てはですね。リピーターの方がどんどん入ってくれるのは大変嬉しいところでありますが、長期に

渡って停まられるということになりますと、一般の方々の駐車スペースの確保の関係から、極めて

色んな問題が出てきているというようなことでありますと、営業場所によってはですね。道の駅の

駐車場に有料スペースを設けて対処していると、そんな実例もあるようでありますので、そういう

成果についても、今後色々検討していかなければならない、そんな時期に来ているかなというふう

に思っているところでございます。 

また、レストランの休日の関係であります。これは業務仕様書の中において、年中無休を原則と

して、指定管理を募集したところであります。今の道の駅パパスにおいては、厨房スタッフの人員

の確保がなかなか難しいというようなことで、４月から８月までは、月曜日を休日として扱ってお

りました。ただ、ここへ来て体制が整ってきたということでありまして、９月からは無休での営業

を再開したということであります。基本的に人員の配置、採用等については指定管理者の権能の範

疇であります。今後とも必要とされる人数の確保ができるように町としても、やはり当初の業務仕

様の中においては、無休ですということでの募集をした経過がありますから、しっかりと守ってい

ただけるように、再三再四にわたって今までもお話をしてきましたし、これからも無休の状況、今

は解決しておりますけども、いつまた起きるとも限りませんので、しっかりと連携をとっていきた

いというふうに思っております。  

次に、３点目の緑の湯での新しいモビリティーの取り組みと、今後の取り進め方の関係でありま

す。モビリティーの関係については、ＪＲの釧網本線の活性化観光促進事業、それの業務を受託し

たウィラー社の提案によるものでございます。釧網本線乗り継いで来ても、緑駅で降りるとその後

の足がない。近間の神の子池、そしてさくらの滝に行こうにも、行く手段がないというようなこと

でモビリティーをそこに着地交通として、観光に使えないかという提案でございました。基本的に

は協議会の事業の一環として位置づけをしながら実施をいただいているわけでありまして、ちょう

ど町においても着地交通、緑駅からのということで、色々模索していたところへの提案でありまし

たので、ぜひ試験的にでもどんな形でもいいから導入をしてその内容を見てみたいというようなこ

とで、ちょうど気持ちがお互いに一致したというようなことで小型モビリティー、アイロード。こ

れはトヨタ自動車が新たに開発した車でございまして、まだ一般に市販される域までには行ってお

りません。ほんとのモデル事業として今取り組んでいるというようなことでありまして、緑の温泉

に、今、当初スタートした時は４台、今は６台配置をしながら、その実証実験を行っているという

ことでございます。事業の内容によって今後どのようにその着地交通を確保することができるのか、

色々模索中であります。今、現在もその利用に当たってはネイチャーパスのオプション事業の中で

やっておりましたけれども、新たに申し込みが余りにもないものですから、単独でもですね、受付

をして利用をいただけると。そんな仕組みに少し切り替わったところもありますので、これからも

う少し伸びてくるのではないかなというふうに思っているところであります。そんなことを含めな

がら明年度においてもある程度、実績やチケットの販売の状況、それからアイロードそのものの管

理の手法だとか、また受付・貸出それらの部分が、緑温泉がタイアップしてできる環境にあれば、

ぜひ継続して進めていけるように我々としても努力をしていきたいというふうに考えている次第で

ございます。 

次に、２つ目の質問事項でございます。緑地域の活性化事業の関係でありますが、１点目のプロ

ジェクトの解散経過でございます。この活性化事業については、平成 30年に緑の小学校が閉校に

なったという部分を含めてですね。このままでは埋没してしまうということで緑地域全体として活
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性化に向けた取り組みを進めていきたいというようなことで、緑地域の方々とともに、何回かの意

見交換をし、その結果、地域振興会議として緑の人達が色んな部分をざっくばらんに話せるそうい

う寄り合い所帯みたいなそんな感じで会議をスタートをさせた。これが始まりであります。その後、

何回か集会を持ちまして30年の１１月からは地域おこし協力隊を採用した中でプロジェクトとし

て正式にスタートをさせております。このプロジェクトの構成員としては地域おこし協力隊の方を

入れて、緑の方々８名の、合計９名でスタートをいたしましたし、さらに、ここに町がこのオブザ

ーバーといいますか、事務局までいかないんですけども加わりましたし、さらに北海道立総合研究

機構が正式にオブザーバーとして参加をいただいたという次第でもございます。解散する６月末ま

でにプロジェクトとして15回それぞれ開催をしましたし、また視察研修等も行ってきたところで

ございます。緑に今住んでいる方々が住み慣れた地域でいつまでも暮らしていけるような、そうし

た環境の創出。これを第１に。そしてさらに意欲を持ってこの緑の地域で新たに活性化に取り組む、

そういうような気運をつくり上げていくと、そういうようなことの、この２つを目的にスタートを

いたしております。その経過の中に、色んな意見の食い違いが生じてまいりました。議論が膠着を

してきたというようなことでどうしてもこのままでは継続することができないということになりま

して、一旦ここでプロジェクトを中止せざるを得ない。そんな状況に陥ったところであります。た

だし、今まで 15回にわたってそれぞれの分野で検討を加えてきておりますので、特に緑に直接生

活の環境整備を行う部分については、色んな課題等も問題も出されておりますのでこれらを中心と

しながらさらに掘り下げていく必要があるというふうに我々としても理解をするところでございま

す。そんなことから、これからも１回解散したからもうこれでどうしようもならんだということに

ならないように、しっかりと地域の方々の不安や問題を、我々としても共有をしながら緑地域のま

ちづくりの方向性を一緒になって考えていきたいというふうに思っておりますので、今しばらく時

間の猶予をいただきたいというふうに思っているところでもございます。以上、申し上げまして１

回目の答弁とさせていただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

冒頭、最初の指定管理制度における３温泉施設の、各施設ごとの問題提起ということの手法で、

今回一般質問をとらせていただいております。その中で全体的な公共施設の利用料の設定の中で、

私も昨年同じこの９月の定例会、公共施設の利用料金の体制、消費税が増税されるタイミングを持

って横断的に利用料あるいは施設利用料そして教育環境もありますけども、温泉施設の方、見直し

を図ってまいりたいというそういう御答弁、町長の方からございました。私も委員会でそういう方

向で図られるのかと思っておりましたけども、いかんせんもう消費税 10月１日をもって制度が課

税になります。その中で色々問題点がありましてやはり細かな話で大変恐縮ですけども入湯料の関

係。これ確か平成 25年、消費税５％から８％に上げた時に今までは総量規制じゃないですけども、

全体の入湯料という設定を、消費税分を行政が負担しましょうというか、そういう形の料金体制で

なったのを外税課税に変更した経過があります。それが今、新たにまた２％の増税で１０％になっ

たと。その処理を今、町長の方から中学生、小学生そこには老人も入っているんですよね。大人は

変わりません。御存じのとおり、実質条例の中では 362 円かける外税処理ですよと。消費税です

ね。そんな中で 10％になったときに 398円何がしという形で、１円未満は切り捨て。そういうこ
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とで 390 円は変わりません。ところが老人 70 歳以上に対しての本町の取り決めですけども、そ

れと中学生それから小学生。その部分は 191 円に対しての 10％課税ということで承知のとおり

210円何十銭。町長、先ほど答弁で切り上げと申しましたけど全て１円未満切り捨てなんですね。

だから 210 円です。そういった部分で、現実そういう部分で現場は町民の方からも戸惑いと指定

管理者の方でもやはり戸惑いがあったのは事実かなと思います。そこら辺の部分、極端な細かい話

で大変恐縮ですけど、やはり現場では自販機ありますけどもそういう部分の変更も、多分されると

思いますけども逆になかなかそこら辺がタイム的に、もうこの９月 17日をもってあと２週間もな

い中で周知。本当にどうするんだと、やはりそこら辺この２つの手順、全体的な公共料金の見直し

作成がやはり滞っていた点と、もう待ったなしでこういう事案が出てきたと。これは軽微な入湯料

の上げかもしれませんけども、やはりそこをしっかりと町民目線に立つんであれば、説明をしなけ

ればならないのかなと思いますので、そこら辺に対して町長の所見をお伺いいたします。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

公共料金の改定見直しの関係でございます。特に今お話の関係については３地域にあります。３

つの温泉施設の入湯料の関係でございます。基本的に平成 25年の年に消費税が５％から８％に引

き上げになってございます。この段階においてはですね、外税方式を採用するということのもとに、

外税方式を採用し、先ほど説明が足りなかったわけですが、その率を掛けて、端数の 10円未満は

切り捨てるというようなことで切り捨て。１円未満か。10 円未満を切り捨てるということで整理

をさせていただいているわけであります。当初の段階ですね、全体的な引き上げるとか上げないと

かっていうことでなくて、公共料金としての全体的な見直しの時期が来ているというようなことで

できれば合わせてという思いで進めておりましたが今年、色んな部分がありまして、なかなかそれ

らの状況が揃わなかったというようなこともありまして、とりあえずはまずこの目先に法的に迫っ

ている消費税率に関わる部分を処理しなければならないというような形の中で今般８％から 10％

の関係。これは前回と同じく外税方式での対応をさせていただきました。外税方式となるとですね、

ご案内のように条例に係る利用料金を条例改正をする必要がないと。国税によって賦課されてまい

りますので、そういうようなことでの対応を、ここで外税方式をとっていたということでありまし

て、御理解をいただきたいというふうに思います。また、今回の部分についてはですね相当な対応

をさせていただくということでありまして全体的な公共料金の見直し関係においてはですね。新年

度に向けて見直しをしっかりと入れていきたいというふうに考えているところでもありますので、

ご理解を賜りたいというふうに思います。以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。  

 

○８番（前中康男君）  

答弁漏れが１点ありましたけども。 

 

○町長（ 引政明君)  
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すいませんでした。住民周知の関係でありますが、これにつきましても９月 15日のお知らせ版

で、料金改定にこの消費税部分についてのみですが、会計の周知をさせていただくということで今

進めているところであります。以上でございます。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

今、公の施設の使用料・利用料に対しても新年度、次年度に向けて前向きに検討するという答弁

ございました。これ、大変前回と重複するんですけども、余りこの場ではあれですけども、やはり

減免という考え方もあります。今のようにご高齢の方やはり減免という形で中学生、小学生並みの

料金体系ということで設定しておりますし、色んな形でここは町の財政的な部分、あるいは今風呂

に限って言えば、北海道の公衆浴場料金も今年度から 10円でしたか、上がっている経過がありま

す。それに見合うその適正な判断、そして行政的な支援判断、ここはやはりしっかりとやってかま

わないと思いますけども、やはり全体的な見直しは早急に、やはりやっていただきたいなとそのよ

うに思っております。また、今の入湯料の税金の部分はそこで一旦終わりまして、次、指定管理料

の関係でこの指定管理事業者と協定書を結んで全て３施設ともあると思うんですけども、その中、

リスク条項。これどうしてもお聞きしたい部分ですけども例えば緑清荘に限って言えば、稼働する

という事でかなりボイラーの燃料費もかかる。そして電気も御存じの通り、ソーラー発電における

フィットの価格による電気料金の上げ。そして色んな部分での調整賦課金等々加算している状況が

あります。そして今現在かなり燃油が高騰しております。そこの部分、全ての３施設あると思うん

ですけどもこのリスクの部分、50％、50％で基準単価の恐らく 10％以上の上限の時には行政と

管理事業者はきちんと協議しますというそういう協定書が何条か僕はわかりませんけどもその部分

はあると思うんですけども、そこら辺がきちんと精査されて報告が上がっているのかだけ、ご報告

願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

指定管理における委託料の積算の関係であります。基本的に協定書の基本協定もしかりでありま

すが、年度協定の中においてもこの委託料について電気料、燃料費、水道費。この３つについては

ですね。当初の提示がありました単価。これよりも 10％を超えて値上がりした部分についてはそ

の値上がりした額の２分の１ずつ双方が負担をするという形に相成っております。そんな関係で、

現状問題として今まで一度それに該当いたしまして、平成 24 年に単価 10％アップの２分の１を

町も委託料として負担をし、指定管理者も当然計の中にのみ込んでいったと、こういうような実例

になっております。今時点では、今ちょっと石油情勢大きく変わりそうですから、ひょっとしたら

起きるかもしれませんが、今の段階ではまだそこまで至っていないという実情であります。ただ、

仮にそういう事態になれば、その条項に基づいて適切に処理をしていきたいというふうに考えると

ころであります。以上であります。 
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○８番（前中康男君）  

チェックといいますか、事業所と行政が年次の中で年何回か分けながら月別報告を受けているの

か、四半期ごとかわかりませんけどもそういうチェック体制でそこの部分のリスク条項を確認して

いるという理解を求めました。これを指定管理も債務負担行為です。同じように常にチェックしな

ければならない。その部分でのリスク条項ということで上がった場合はどうします。常に協議され

ていると思いますけども、そこら辺もしっかりとチェックしながら対応していただきたい。あとも

う１つ、逆の方向性。今までは指定管理者の視点からちょっと物を申しましたけどもやはりこちら

から町民目線に立った苦情というか要望だとかそういうものの第三者機関とは言いませんけどもそ

ういうような仕組みづくり、あるいはそういう会議が持たれているとは思いますけども、そういう

部分の取り扱いの方法。これは今現状ではどのような形でされているのか。ちょっとそこら辺説明

願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

指定管理施設の管理運営の関係と重なってくるかなというふうに思っております。先ほどのリス

ク条項の関係ですね、これについては指定管理者と常にやりとりを行っておりますので、そういう

状況は判断された段階では、お互い連携をとった中で進めていくということといたしております。

また町自体も指定管理者の委員会を設けております。これは連絡会議については年２回を全体のや

れることをやります。これはほとんど管理職の方が入ってもらって、指定管理施設のその連絡会議

というのを構成し、年に何回そこで各施設ごとに、業務内容から収支内容から全部点検をしながら

問題点、課題点、それからそれぞれ委員さんが町民の皆さんから聞いている苦情等全部含めてです

ね。１つずつ整理をしているところであります。またその他はそれぞれの個別の課題については、

指定管理者の方から毎月報告をもらっておりますので、その都度その報告の中でどういう状況にあ

るかというのをお聞かせいただいておりますし、緊急的な部分が入ってくれば、都度それについて

は来ていただいて相談をしているというような状況にありますので、その中において、町民のいろ

んな御意見・苦情等も一定程度しっかりと対応しているというつもりでいるわけであります。今後

とも齟齬のないように連携をとり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あります。

以上申し上げて答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

そういう苦情処理とは言いませんけども、経営改善の中の会議を持たれているという話、そうい

った意味で次の質問といいますか、パパスランドにおける駐車場の問題。これも同じように町民か

らかなり要望というかそういう指摘が強い部分でございます。本当に冒頭、町長の方の説明にもあ

りましたけども、道の駅パパス。３つの国立公園ゾーニングの中でちょうど色んな移動手段の中で

アクセスが等均等、同じくらいで移動できるという部分でかなりキャンピングカーあるいは車で宿

泊される宿泊ではありませんね、仮眠ですね。仮眠をされる方がかなり多いという実態があります。
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これ国交省の定義づけて道の駅の駐車場、仮眠と宿泊の違いということで何ともグレーな表現なん

ですけどもそういう定義づけで駐車場の管理は 24時間休憩の場所という形で定義づけられまして、

宿泊の提供場所ではないというきちっと謳ってはいるんですけども、現実はなかなか本当にキャン

ピングカーあるいは自家用車で移動されている車が多い実態があります。ほんとに７月に下旬から

お盆にかけて８時になったら駐車場いっぱいで、停まり切れないのはどこに停めるのかなと思った

らパークゴルフ場に向かう舗装道路、あるいは砂利道まで道路に駐車している実態。頻繁ではあり

ませんけどそういう実態。本当に夜になるとすし詰め状態です。そこの管理の中で火を使うだとか

ないわけじゃないんですね。あるいは足湯のところで余りあれですけども、テントを張る方がやは

りおられます。そういう管理、今指定管理で全て管理していますけども、ある時間を過ぎたらもう

管理外になりますけどもそこにおける周知、ある程度のキャンピングカー、あるいは仮眠をされる

車を何らかの方法で移動される手段を、もうこの際、次年度に向けた中で協議していく時期にと言

いますか、される方向で持っていただきたいと思いますけども、そこら辺の手法、近い例で、弟子

屈の道の駅で実施されていますけども本町の道の駅パパスランド同じように対応ができるのかでき

ないのかそこら辺を含めて、答弁願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

さっつるパパスランドを道の駅の駐車場の利活用の関係でございます。多くの皆さんがパパスラ

ンドを使っていただくと本当にありがたいことではありますが、ただ一面ですね、同じキャンピン

グカーが毎日夕方になると同じ場所に駐車をしに来るというそういう実情。大変苦慮しているとこ

ろであります。基本的にはですね、オートキャンプ場というのが清里にはありますからそちらの方

に行っていただくように誘導はしているわけですが、実際的には料金がかかるということでやはり

タダが良いというようなことですね、どうしてもパパスランドの道の駅、24 時間の休息という形

で御利用いただいているというのが実態ではないかなというふうに思っております。ある１面です

ね、来てもらうと入浴で利用される方もかなりいるようでありますし、またレストランを利用され

る、そしてこれも大変なことですが、あそこで煮炊きをされる方もいますし、その時に売店で売っ

ている色々な野菜類を買っていくというそんな話も多く聞いておりますから、ある一面利用にも繋

がっているのかなと、そんなようなこともあるんで余り無下な扱いもできないのかなというふうに

思っております。ただですね、あそこで洗濯をしたり、また足湯のところでテントを張って寝られ

る方もいると、そんな話まで聞いておりますからそういう部分は何とかできないような手法等も踏

まえてやっていかなきゃならないのかなというふうに思っております。１つの方策として道の駅の

駐車場の夜間通しての部分については有料駐車場という設定の仕方をしたところもあるということ

ですが、それがどれだけの実績と効果を上げるのかわかりませんけども、そういうのを１つの手法

として、また勉強してみたいなというふうに思っているところであります。夕方 10時までは管理

していますから、ある程度はきくんですが、それ以降に入られるとほとんど実態問題として管理が

できるような状況には仮についいるわけでありませんので、状況にないということもありますので

利用される皆さん方の善意をひとつ信じて利用いたただくというより致し方ないのかな、とそんな

思いもしているところであります。いずれにしても、事故事件等が起きたら大変なことになります

のでそういった面においてはですねしっかりとそこら辺注視をしていかなければというふうに思っ



54 

 

ている次第でもあります。以上答弁とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

そういう利用されているキャンピングカーの方々もおられるんですけどやはり町民がそういった

事案の中で駐車できないというそちらの方をどう考えるかという方がやはり重要な点かなと僕は思

うんですよね。なかなか駐車スペースがない中で食事に行こう、あるいはお風呂に入ろうとしても

駐車スペースがない。だったらどうしたらいいんだという話、つぶさに聞くとやはりその臨時駐車

場の確保だとかあるいは予約という部分ではないですけども、ある程度のサービスを付与したそう

いう駐車場スペースの確保。そういうのも十分検討するに値する時期に来ているのではないのかな

と。いかんせんドッグランの奥の方、芝生とは言いませんが緑地帯があります。そこら辺の活用や

はり重々検討してどういう形がいいか、前もって指定管理事業者とも協議しながら進めていってい

ただきたいと思います。あと、休みの点今説明ありましたように４月から８月、週１の休みという

ことで運営されていました。９月よりまた、復活というか全て休日なしで運営されているんですけ

ど、なかなか、やはりこの労働勤務体制、働き方改革ではないですけどもやはりかなりタイトに厳

しい状態が続いているのかなと思っております。そういった中で、入湯業務。温泉業務に関しては

365日、これは基本的の部分ですけども、食事を提供するレストラン部門という肩書。そこら辺の

兼ね合いで常に９時。11時から９時近くまでの運営時間帯それはやはり拘束されているとなると、

やはりそこら辺の業務形態は、指定管理者中の業務改善ということになると思うんですけどもそこ

ら辺を加味しながら指定管理の協定にある休日の扱い、ここはやはり全体じゃなくて部門的な部分

を物品販売だとか温泉施設利用者の方が休日ではなく食事提供の部分、レストラン部分の弾力的な

運営規定というのもやはり考慮していくべきかな。個人的な話にはなりますけども、ただ、今社会

の働き方改革の中で、やはり時間外労働だとかそういう部分かなり厳しくなってきております。ま

してや 365 日となると事業所としてのそれなりの運営方法をとらなければならないかと思います

ので、ここら辺の改善を色んな部分協定、今後の中で協議される部分かなと思いますのでそこの部

分について町長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

先ほど、まず駐車場の関係でありますが基本的にずっと年間通してびっしり利用が狭隘だという

ことではなくて、やはり夏休み期間に入ると一気に増えてきます。その時の対応になってまいりま

すので、できればキャンピングカーはオートキャンプ場に行ってもらうという努力をしていかなき

ゃならないというふうには思っておりますけども、必ずしもそれで解決できるもんでないというこ

とも理解をするところであります。ただいま御提案をいただきましたドックランの後ろの方、確か

にスペース的にはあります。しっかりと使っていくとなれば、一定の整備をしながらということに

もなってくるかなというふうにも思いますので、これらの臨時駐車場の扱いとして、どういうふう

に求めていくかも含めてですね。対処の検討させていただきたい。実情としては私もよく使ってお
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りますで、よくわかっているつもりでありますので、そこら辺を含めて整理をしていきたいという

ふうに思います。それからレストランの休日の関係、業務のですね、仕様書の中で原則、レストラ

ンは休日がありませんということでの今回の指定管理の募集をしたわけであります。ただし、御指

摘のように働き方改革の中で果たしてそういう指定のしばり方、これが適切なのかどうかという部

分も含めて十分に検討に値するのかなというふうに思っておりました。そこら辺、やはり指定管理

者側とも、しっかりと繋ぎまた、レストランで働いている従業員の方々のそれぞれの時間的な労働

の割り振りだとか色んな部分があるかというふうに思っておりますんで、そこらへ連携をとりなが

ら、ある一面弾力的な手法も踏まえてですね、再度、しっかりと相手方とも協議をしていきたい。

原則は当初の段階ではそういうことで募集をしたというそういう経過がありますから、それも余り

無下にするわけにいかないというような部分を踏まえて先ほどの労働時間をうまくシフトをかけた

り、色んなことができた中でそういう対応ができるか、またそれをしてもどうしようもない場合で

あれば、働かれる方々の身分的な部分、環境を作っていくというのもある一面施設側の責務でもあ

るというふうに考えておりますのでそんな中での対処を考えていきたいと思っております。以上申

し上げて答弁といたします。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君） 

働いている方の視点、労働管理って今社会では大変重視されております。そういった意味で人的

資源をどう確保するかですけども大変苦慮されている部分かなと思います。そのような中、緑の湯

ですけども、これもウィラー社との中で着地交通ということで小型電気自動車アイロード、有限会

社ヴェルデさんに業務委託されています。現実確かに少ない中での運用者という報告がありまして

ただ今現状の中でスタッフ、フロント１名しかおりません。緑の湯。やはり色んな経営だとか色ん

な部分で２名体制がとれない中で正直、逆にお客さんが来ない方が良いような話をしますよ。なぜ

かというと、やはりフロントは空けられないんですよ。地元の入湯者が来た時にフロントの方が出

て説明したら運行の仕方チェックのレンタルですからぐるっと周りを確認して傷がないか、それか

ら運行してそれから２時間３時間コースで回ってきた。またその時に戻ってきたら同じようにレン

タカーと同じようにチェックする。同じようにまた掃除もする。終日１日で終わり。使った以上は

掃除洗車なりこれは多分ウィラー社との契約の中でそれなりの管理料はいただいているかと思うん

ですけども実際マンパワーが必要だということですね。これもやはり行政からこう何とかって話だ

ったんですけども、今の体制で現実なかなかマンパワーが足りないそこの問題どうしようか。なか

なか本当に探すのは難しい。社長が自ら行っているのか、専務が自ら行っているのか僕はありませ

んけども現実そういう状態が続いている中で次年度も同じようにやるとなるとまた逆に利用者が増

えて来ると、到底やはり厳しいのかなと思うんですけども、そういうような考えというか方向性の

中で行政としてどう捉えるかというだけ説明していただきたいと思いますけども。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  
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緑の温泉の指定管理とそしてこの着手交通としてのアイロード業務の関係であります。先ほども

申し上げましたように、アイロードについてはウィラー社の実証事業としてやられている部分を緑

の駅の着地交通の確保と合わせた部分としてやられているところでございます。当然緑の湯の方と

ですね契約をしながら一定の料金をいただいて委託料としていただいて運営をしているというよう

な状況にあるわけであります。現状としてはですね、やはり緑地区そのもののその労働力の確保と

いうと厳しいというふうに我々も理解をしております。それで実際問題ですね緑の湯の役員の方々

が出てきてそれぞれ対応をされているというような実情であります。またどうしても役員さんが来

れない時はやはり窓口ということになりますが、先ほどお話がありましたように入湯のお客さんが

来ますから基本的に窓口を開けっぱなしにするというわけにはいかないわけであります。そこら辺

の調整を難しくなってくると。いうようなこともありますんで、やはり本来であればどんどんどん

どんお客さんが入ってきて、一人なり二人分のきちっとした雇用をするだけの委託料は出るという

ことになれば、それなりの人の採用ということになってこようかと思いますが今の段階ではですね。

なかなかそれに見合うだけの利用実績が無いようでありますし、今の段階では逆に言えば、増えて

もらったら辛いなという実態かなというふうに思いまして先ほど調べると今日現在まで今日を含め

るとちょっとあれですが、予約があって利用されたのが２０件と、今までで。そういう程度になっ

ているということですから、何とか役員さんが出てきて、その中で貸した時に乗り方の講習をし、

また帰ってきてからそれの後始末をするというようなことで、処理がされている。そういうふうに

お聞きをいたしております。だから増えるのが良いのか、中途半端に増えられとまた大変なのかな

というような部分もございます。そういうことで町の方も実証実験としてのウィラー社からの提案

がありましたので、緊急の時にはですね町の方でも対応できるように進めているところであります

ので、今の段階で何とかそこら辺を駆使しながらしのいでいきたいと。いうふうに思っております。

ただこれやはり将来的に本格導入とかになってくると別な次元からですね。これを捉えていかない

と、実証実験と今度変わってきますから別な次元からそれだけの業務としての仕事量がきちっと確

保できるかできないとなれば、それを町が負担してでもやるかどうかという色々な課題が出てくる

かなというふうに思っておりますので、またその時点ではですね、改めて議会とも協議をしていき

たいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

今、緑の湯に関しての色んな細かい論点を質疑させていただきました。この緑の湯はヴェルデさ

んが運営されています。次の質疑になりますけども緑活性化協議会の解散、これは同じようにあそ

こには緑の湯っていう形で１つのコアと言いますか、そういうような見守り的な部分もあの施設に

あります。そういった中で町長が平成３０年町政執行の中で緑小学校閉校後の緑地域の方向性並び

に緑小学校の利活用の方向性を地域おこし協力隊の中で方向性を定めたいという旨を持って成功報

酬型の支援の方が赴任し、解散するまで１５回でしたか。それぐらいの会議をされたと。それまで

の中で今抱えている緑の問題点を洗い出しするんだと短期的にどういう問題、中期的にはこういう

問題、そして将来的に緑地域をどうする、そういった部分の全体像の中のプロジェクトづくりに多

分邁進しながら組織活動されたのかなと思っています。その中でやはり道総研、今回入った。私か

らすれば道総研が入ったということはかなり大きなプロジェクトを実施するのかなとそういう部分
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があったんですけども、道総研を加入された経過、あるいは意図なるものをどういった観点で道総

研が参画されたのか説明願います。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

緑の活性化プロジェクトに係る北海道総合研究所のオブザーバー参加ということでありますが、

基本的にですね。北海道総合研究所自体が制度の中でそういう過疎地域における課題の抽出等を今

後の対応というような形の中でプロジェクトを持っております。これ自体が。それでたまたま緑と

縁のある方を通じてその緑もこういうことをやるんだよという、そういうお話をしたところですね。

そういうプロジェクトがあってどこか場所をということで参加しておられたようでたまたまそれを

こちらの方からお話ししたところそれであれば一緒にやらしていただければという中からスタート

をしたということで、こちらの方からですね、こういうことやるから、ぜひこういう部分でという

ことよりもそういうものをこちらでやるというのを情報として知り得た中で、向こうでもともと道

総研が予定していたプロジェクトのその対象を該当町村探していたところに乗っかったと、そんな

ような感じでスタートになったのかなというふうに思っております。たまたま緑のプロジェクトの

主任をされている方が緑関係の住人の知り合いの方というよりも子どもさんだと。ということだそ

うでありまして、そういう繋がりでそこにたまたま縁があってお手伝いをいただくと。いうことに

なったということで、御理解をいただければと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。 

 

○８番（前中康男君）  

今説明でそういう縁故者というかそういう方がおられたということで理解します。理解しますし

この中で多分、活性化プロジェクト参画、道総研も参画された中でアンケート調査をされたという

回答もありますけどもその中で具体的に項目的にも短期、長期のプロジェクトなりの明文化なり、

多分されていると思うんですよね。短期的にはこういう方向性でこういうことをやりたい、あるい

は中長期的ではこういうことを実施したい、今この場であからさまにすることはあれとしましても

そういうアンケートをやりながら緑の活性化プロジェクトを進めるという考え方でよろしいんです

よね。 

 

○議長（田中誠君)  

町長 引政明君。 

 

○町長（ 引政明君)  

緑地域の活性化のプロジェクトの関係であります。本当に 15回、順調にはじめのうちは進んで

おりましたから、こちらとしても地域課題そして将来的な活性化に向けたそれぞれの課題、一定程

度まとまってくるかなという期待をしていたところであります。もう本当に残念だなというふうに

思っておりますが、ただ15回の中でアンケート調査とか色々やってきております。そうした結果



58 

 

ですね地域課題として生活に密着した部分での問題点、課題これはもう既に拾い出しが終わってお

ります。これから具体的な部分としてというところで止まってしまったということでありますが、

課題等については拾い出しが終わっておりますので改めてですね、この部分については地域の今の

生活環境を維持する、どうしていったらいいかという課題ですからこれは大上段に降りかぶること

も何もなく今までの町づくりの様々な施策対応の中にしっかりと打ち出していけるんではないかと

いうふうに考えておりますので、プロジェクトとしての組み立てというよりも地域課題としての自

治会等を通じながらの連携を進めていければというふうに思っているところでありますんで、これ

らについてこれからですね、自治会対応としての中で進めていけるように、我々としても努力をし

ていきたいというふうに考えている次第であります。以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

前中康男君。時間ですので。 

 

○８番（前中康男君）  

時間ですけど課題解決のためってアンケートをとったのはわかります。それも手法としては重々

わかります。これはもう僕も 24年に議員になって高齢者福祉対策であろう札弦・緑地区における

そういう部分の買い物難民といいますか、空き店舗の問題、あるいは交通手段もその時からも明文

化じゃないですけども、論点の中で問題は提起されています。もう待ったなしなんですよ。７年経

って当時の世帯数、僕はわかりませんけども現状の中では当時は 200 何名いたと思います。今現

状の中で緑の市街といいますか緑自治会における世帯数も 90戸切って 87戸かな。町民の数 190

名方。僕出たときには、まだ 220 名ぐらいおりました。もう待ったなしでそういう状況。１番問

題なのは独居宅ですよ。一人で住まわれている御高齢の方々がいる。やはり町民の安心安全、これ

は皆さん議員もそうですし、執行者の皆さんもそうですけど、どうやって担保して守る。そこはね、

もう待ったなしだから早くしてもらわないと。切にそこのスピード感。これはもう時間がないから

あれですけど、一般質問は時間ありますけども緑に住んでいる方々は本当に待ってるんですよ。先

ほど、実証実験の話がありました。ウィラーで。僕はもう実証実験という部分であれば、今回お店

の問題、公共財として店を担保すると町長、常々答弁してますよ。その問題。あと１つ交通支援。

これはやはりスピード感を持って実証実験的に雪が降る前に実施するような気持ちで取り組む。そ

ういう方向性がないと。本当にこの町に住んでよかったなって緑の人達全然思いませんよ。そこは

ねしっかりと認識して。町長も認識していると思います。ただ出来ないのか。なぜここまで引っ張

る理由があるのか。そこだけ町長、胸の内をちょっとお聞かせください。 

 

○議長（田中誠君)  

町長。 

 

○町長（ 引政明君)  

特に緑に地域には限らないと私は思っておりますが、緑地域においては今現在高齢化率が 50％

をもう超えております。それから札弦も、市街地域はほぼ同じような状況になってきております。

そうした中で高齢者の皆さんがその地域に安心していつまでも暮らしていけるということを１つの

目標としながら進めてきたわけでありますが、どうしても交通体系の問題や商店の日常的な買い物

の場所の提供。それから安心して高齢者の方、同居の方々が、その地域で自分なりの生活をすると
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いうことになれば、やはり見守り体制をどうしていくか。そういうような課題が待ったなしの状況

であると。私も全く同じ認識を持っているというふうに思っております。やはり安全・安心に暮ら

していただくための手法。これらについてですね、積極的に、迅速に進めていくように対応してい

きたいというふうには考えとりますが、色んな部分ですね制度を構築するということになれば、一

定の時間等も必要になってまいりますのでこれを含めて、何とか早い段階で一定の方向性を出すの

なら議会とも十分に相談をさせていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。以上であります。 

 

○議長（田中誠君)  

これで前中康男君の質問を終わります。以上で一般質問を終わります。 

 

●日程第１１ 議案第３４号   

○議長（田中誠君)  

 日程第 11、議案第 34 号、清里町印鑑登録及び証明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。 

 

〇町民課長（熊谷雄二君） 

ただいま上程されました議案第 34号、清里町印鑑登録及び証明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、住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、旧氏での印鑑登録、印鑑登録証

明書への旧氏の併記を可能とする改正を行うものでございます。 

それでは、別冊の審議資料により、ご説明いたしますので、審議資料の２ページをお開きくださ

い。 

変更の内容は、国が示す印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に合わせ、条例第２条「本町の」

を「本町が備える」に改めるとともに、条例第３条第２項第１号は、「名」の記載位置を変更する

とともに、旧氏での登録を可能とすることを明記した条文であります。 

同項第２号は、本人を表している事項以外では、登録できない条文であり、そこに旧氏を追加す

るものであります。３ページをご覧ください。 

第６条第３号、第 12条第５号、及び４ページの第 14条第１号につきましては、句読点を整理

するとともに、文中の旧氏の併記を可能とするための条文を加えるものでございます。 

附則につきましては、施行期日を定めるもので、この条例は、令和元年 11月５日から施行する

ものでございます。以上で提案理由の説明といたします。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○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。 
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（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 

これから、議案第 34号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第 34号、清里町印鑑登録及び証明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１２ 議案第３５号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 12、議案第 35号、町職員の給与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。総務課長。 

 

〇総務課長（藤代弘輝君） 

ただ今上程されました議案第 35号、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、

提案理由のご説明を申し上げます。議案書を１枚お開きください。この条例改正につきましては、

他県における労働基準監督署の是正勧告に基づく時間外勤務手当の算出基礎額について、適正な取

り扱いをするものです。これは算出に用いる勤務１時間あたりの給与額算出に冬季間支給される寒

冷地手当を含める改正であり、各地方自治体におきましても、適正な取り扱いをするよう、国から

通知があったことによるものです。それでは、改正内容につきまして、別冊審議資料の新旧対照表

により御説明申し上げます。審議資料の５ページをご覧ください。改正後の条例によりご説明申し

上げます。第 16条につきましては、時間当たりの給料額に寒冷地手当の月額を加算した額とする

ものです。第 22条第３項、第４項につきましては引用先の表記に係る文言の整理をするものです。

６ページの附則につきましては、施行日を公布の日からとするものです。以上、提案理由の説明と

いたします。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」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 35号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第 35号、町職員の給与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１３ 議案第３６号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 13、議案第 36 号、清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

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。 

 

〇保健福祉課長（野呂田成人君） 

 ただ今上程されました議案第 36号、清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。今

回の条例改正は、子ども子育て支援法の改正により本年 10月から始まる幼児教育・保育の無償化

に伴い、これまで、子供のための教育・保育給付に使用していた１号認定、２号認定、３号認定な

どの支給認定という用語を今回新設される子育てのための施設等利用給付の認定と区別するため、

教育・保育給付認定に改めるなど用語の整理及び定義の追加をするために改正を行うものです。そ

れでは、別冊の審議資料によりご説明いたしますので、審議資料の７ページをお開きください。７

ページは、主な改正の要旨及び概要、８ページより新旧対照表により改正箇所をアンダーラインに

より示しております。最初に７ページをご覧ください。 

改正の要旨といたしましては、本年５月に、子ども子育て支援法が改正され、本年 10月から始

まる幼児教育・保育の無償化に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準の改正がありましたので、本条例を改正するものであります。改正の概要につきましては、表

に記載のとおりでございます。８ページをお開きください。新旧対照表の左側、改正後の条例をご

覧ください。 

目次、第３章中、者を削ります。支給認定を教育・保育給付認定に、第 10号中、支給認定保護

者を教育・保育給付認定保護者に。第 11号中、支給認定子どもを教育・保育給付認定子どもに改

めます。以下、改正内容につきましては、常任会において説明しておりますので、主な改正内容に

ついて御説明をさせていただきますのでご理解を願います。本条例の条文中、先に説明のとおり、

支給認定を教育・保育給付認定へ関連した用語に改めます。第 12号以降には、満３歳以上保育認

定子どもを満３歳未満、保育認定子ども等の定義を追加するものです。14 ページをお開き願いま

す。 

第 13条は、利用者負担額の支払いはこれまで全ての保護者が負担することとしておりましたが、
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満３歳未満保育認定子どもに関わる教育・保育給付認定保護者からのみとする規定と、食事の提供

に関する規定を追加しております。25ページをお開きください。 

第 35 条は、１号認定子どもの保育所を利用する場合の規定を。26 ページをお開きください。

第 36条は、２号認定子どもの幼稚園を利用する場合の規定を。28ページをお開き願います。 

第 37条は、特定地域型保育事業の事業内保育事業以外の事業についての利用定員の表現を改め

るものです。31ページをお開き願います。 

第４３条は、特別利用地域型保育、特例利用地域型保育を提供する場合の基準の読みかえ規定の

整理をするものです。35ページをお開き願います。 

第５０条は、準用規定の中の読み替え規定を整備するものであります。３６ページをお開き願い

ます。 

第５１条及び５２条は、特定地域型保育事業者が、特定利用地域型保育に地域型保育を提供する

場合の基準を定める規定で、特定地域型保育事業者が、特別利用地域型保育を提供する場合の給付

費、用紙負担額の取り扱い、定員を超えた場合の選考の方法などによる読み替え規定を整備するも

のです。４０ページをお開き願います。 

附則第２項は、特定保育の第１３条の改正に伴う読み替え規定の整理。４２ページをお開き願い

ます。 

附則第４項は、定員に関する経過措置の整理。第５項は小規模保育事業Ｃ型の利用定員について

連携施設の確保に係る経過措置期間を、５年から１０年に延長するものです。４３ページをご覧く

ださい。 

施行期日は令和元年 10月１日と定めるものです。以上、提案理由の説明をいたします。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 

これから、議案第 36号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第 36号、清里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

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。 
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●日程第１４ 議案第３７号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 14、議案第 37号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第３号）を、議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

 

〇企画政策課長（伊藤浩幸君） 

ただいま上程されました議案第 37号、令和元年度一般会計補正予算（第３号）につきまして、

提案理由のご説明を申し上げます。補正の総額は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞ

れ１億１千 915 万円を追加し、予算の総額を、50 億５千 729 万２千円とするものでございま

す。  

第２項につきましては、後ほど事項別明細書により、ご説明申し上げます。第２条の債務負担行

為補正につきましては議案を２枚おめくりください。 

第２表の債務負担行為でございますが、追加といたしまして、斜網地域における脳血管疾患に係

る医療体制の整備に伴い、協定書の締結が必要となるために、債務負担行為を設定するものでござ

います。まず、上段の網走厚生病院脳神経外科医療体制整備に係る医療機器、備品等を整備支援負

担事業でございますが、脳神経科の開設に必要となる機器等の整備に伴う費用負担分として、令和

元年度から令和２年度の２年間で設定いたします。 

続きまして、下段の網走厚生病院脳神経外科医療体制整備に係る財政支援負担事業でございます

が、脳神経科の運営に伴う収支実績の、損失金で財政支援が必要な額といたしまして、令和元年度

から 11年度までの 11年間で設定いたします。 

それでは、歳入歳出補正予算の内容につきまして説明いたします。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きまして説明いたしますので、別冊の審議資料を御用意ください。

審議資料の 44ページをお開きください。補正予算の主な事業についてご説明いたします。なお、

補正額の上段のカッコ内の数字は、補正後の当該事業の予算総額であり、財源につきましては事項

別明細書に記載しておりますので、省略させていただきます。 

２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費、緑温泉施設修繕事業につきましては、緑の湯の

温泉ポンプ取替え修繕に628万１千円を計上いたします。18目行政情報システム管理費、情報通

信機器更新事業につきましては、インターネット環境を構成する機器の更新に 154 万円を計上い

たします。３項開発促進費、１目企画振興費、ＪＲ関連対策事業につきましては、ＪＲ北海道に対

する支援負担金として 100万円を計上いたします。 

３款民生費、１項社会福祉費、３目老人福祉費、老人福祉施設入所者措置費扶助につきましては、

老人福祉施設に入所措置されている方の施設の変更に伴う措置費の増額分として、224 万５千円

を計上いたします。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、子ども子育て支援対策事業につきまし

ては、１０月からの幼児教育、保育無償化を実施するための経費として、給食費補助と幼稚園施設

利用給付費、合わせまして 937万７千円を計上いたします。 

４款衛生費、１項保健衛生費、５目保健福祉総合センター費、介護老人保健施設厨房設備更新事

業につきましては、老健施設の厨房設備の老朽化に伴う更新としまして、124万９千円を計上いた

します。 

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、産地パワーアップ補助事業につきましては、

ＧＰＳ自動相談システムの追加導入分の支援として８線 185万８千円を計上いたします。 

６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、清里共通ポイントカード事業につきましては、商工
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会ポイントカードの再稼働のためのシステム構築に対する支援としまして、１千 276 万９千円を

計上いたします。それでは、別冊の事項別明細書によりご説明させていただきますので、令和元年

度補正予算に関する説明書の一般会計歳入歳出予算事項別明細書第３号の６ページをお開きくださ

い。歳出よりご説明申し上げますが、審議資料において説明いたしました事業につきましては説明

を省略し、その他の事項を説明いたしますので、ご了解をいただきたいと存じます。 

また特定財源の内訳につきましても、記載されているとおりでございますので省略をさせていた

だきます。なお説明につきましては目ごとの説明とさせていただきます。 

２款総務費、２項総務管理費、２目財産管理費 628 万１千円。18 目行政情報システム管理費

154万円。３項開発促進費、１目企画振興費 100万円につきましては、先ほど説明いたしました

ので省略をさせていただきます。 

３款民生費、１項社会福祉費、２目障害者自立支援費 156 万５千円につきましては、障害者福

祉システムの改修に 92万７千円。障害者生活支援事業の過年度返納金として 63万８千円を計上

いたします。７ページをおご覧ください。４目老人福祉費、242万４千円につきましては、先ほど

説明いたしました老人福祉施設入所者措置費扶助及び介護保険事業システムの改修にかかる介護保

険事業特別会計繰出金として 17万９千円を計上いたします。２項児童福祉費、１目児童母子福祉

費963万２千円につきましては、児童手当支給事業及び子ども子育て支援交付金の過年度返納金、

また、先ほど説明いたしました子ども子育て支援対策事業に係る経費でございます。２目保育所費

につきましては保育無償化に伴い、保育料負担金から一般財源に財源振り替えをするものでござい

まして、補正額はありません。８ページをご覧ください。 

４款衛生費、１項保健衛生費、3目各種医療対策費、７万１千円につきましては、養育医療費扶

助に係る過年度返納金でございます。４目環境衛生費 74万５千円の減につきましては、平成３０

年度からの繰越金の確定による農業集落排水事業特別会計繰出金の減となってございます。５目保

健福祉総合センター費、124万９千円につきましては、先ほど説明いたしましたので省略させてい

ただきます。 

５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費、８千 275 万３千円につきましては先ほど説

明いたしました産地パワーアップ補助事業及び焼酎醸造所の修繕に伴う焼酎事業特別会計繰出金と

して 89万５千円を計上いたします。９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、１千 308 万７千円につきましては、商工会のポイ

ントカードへの行政連携ポイント付与を行うポイントカードシステム行政連携事業に係る経費とし

まして 31万８千円。また、先ほど説明いたしました清里共通ポイントカード事業を行うものでご

ざいます。 

９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、14 万７千円につきましては、教職員の勤怠管理

を実施するためのシステム導入を行うものでございます。３項中学校費、１目学校管理費、14 万

６千円につきましても、小学校費と同様に中学校の教職員の勤怠管理を実施するためのシステム導

入を行うものでございます。それでは歳入について説明いたしますので３ページをご覧ください。

先の審議資料における説明及び事項別明細書の歳出における特定財源内訳においても詳細費目が記

載されておりますので、総括表により概要のみ説明をいたします。 

９款地方特例交付金、１千 38万１千円の増、10款地方交付税、２千 684万７千円の増につき

ましては一般財源となってございます。特定財源につきましては 12 款分担金及び負担金が 850

万円の減、14 款国庫支出金が 589 万４千円の増、15 款道支出金が８千 442 万２千円の増 19

款諸収入が 10万６千円の増をそれぞれ補正するものでございます。以上で、提案理由の説明を終
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わります。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

１点だけ、賛成して事業推進していただきたいという観点から、確認だけをさせていただきたい

ですけれども、商工振興費、商工振興事業対策事業で、ポイントカードを導入していく、従来常任

委員会の中でも確認をさせていただいたんですが、消費税導入とあわせて、１０月１日からの事業

の実施を目標として鋭意、一生懸命やっていますという説明を受けてきました。現実的に 10月 1

日、今日 17日ですからもう２週間しかない状況において、これが 10月1日から従来、常任委員

会で説明があったとおり、これがしっかりと機能するのかということがまず１点、それから当然、

今回は補正予算でハードも含めた部分について支援をしていく訳ですけれども、商工会におけるハ

ード機器ですとかシステムというのは、既にどの段階で発注されて納入されているのか。当然円滑

に進めていただきたいという観点で、事業の進捗状況について、準備段階について、どういった状

況なのかだけ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（伊藤浩幸君)  

ただいまのポイントカード事業の関係でございますが、議員おっしゃったとおりですね。常任委

員会でも 10 月１日を目途にということで、商工会の方とも確認しながら、10 月１日から進める

ように進めております。また個店等の説明また町民周知の関係につきましても、近日中に行うとい

うことで話を聞いているところでございます。機械についても、既に準備の方、順次進めていると

いうことで、10月１日に向けて進めていきたいということで話を聞いているところでございます。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

細かな点たくさんあるんですけども、委員会の中で十分議論させていただいたんで、今後事業を

進めるにあたっての仕組み作り、多くの町民の方がそういった恩恵を被る。さらに個店、個々の商

店から活性化に繋がっていく観点の中で、しっかりと行政と連携しながら商工会と連携しながら進

めていただきたい。ただ一言だけ申し上げたい。申し訳ないんですけれども、本来であれば今回既

に事業発注がなされている状況においては、今回の補正予算については、当然町の補助を前提とし

て事業執行されるわけですから、専決、もしくは臨時会において、事前的な処理をされなければい

けないという行政手続きの話、これはもういいです。緊急性という形の中でどんどんやっていただ

きたい。それから、過日の商工会と議会の懇談会の中において申請時の書類を具体的に商工会から

全議員がいただいたわけなんですけれども、当然中身については、ここではあまり申し上げません

けれども、申請時における書類等の扱い方、当然不安定要素があって、内示をもらうまでの概要に
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ついて申請しているんですけれども、そこでの数字と今回の町の補助、具体的な財源、全く、これ

はまぁいいです。途中で内示いただいて、さらにその精査をしながらですね。最終的な実施計画を

出していくという過程にあるわけですけども。その辺ですね。未熟といったらおかしいでしょうけ

れども、国の経産省、経産局の補助金ですから非常に今後の事務の扱いは厳しい。監査も含めてあ

るという前提にたって適切な商工会との連携、指導、それからそういった数字の精査、そういった

ものを事務的にもしっかりやっていただきたい。その考え方についてもう一度確認をさせていただ

きたいです。 

 

○議長（田中誠君)  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

ただいまのポイントカード事業のこれからの推進の関係でございますが、当然商工会とを十分に

連携が必要かと思っているところでございます。当然事業がこれから動くわけですので、その途中

段階でですね。確認なり精査等も必要ですし、これから動き出した後も十分町としても行いながら

スムーズにポイントカードシステムが稼働するようにしてきたというふうに、思っているところで

ございます。 

 

○議長（田中誠君)  

古谷一夫君。 

 

○２番（古谷一夫君)  

現実的に商工会自体も、職員の募集を行っているという形の中で、マンパワーが不足している。

そういった状況の中で非常に難しい事業に今回新たに取り組むわけですから、そういったものにつ

いてはしっかりと、やはりどちらの仕事ということではなく、町民目線に立って町民の立場に立っ

てそれから今現在の疲弊している商工会の状況に応じてしっかりと行政の責任をもって今後ともで

すね。この事業推進にあたっていただきたい。このように考えていますので再度担当課長の考え方

をお示しいただければと思いますが。 

 

○議長（田中誠君)  

企画政策課長。 

 

○企画政策課長（伊藤浩幸君)  

当然メインについては商工会が進める事業ではございますが、当然町としても、そんなですね。

町民のためにですね。この事業をですね。一緒になって積極的に精力的に進めていきたいというふ

うに思っているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（田中誠君)  

その他ありますか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（田中誠君)  
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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 37号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第 37号、令和元年度清里町一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第１５ 議案第３８号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 15、議案第 38 号、令和元年度清里町介護保険事業特別会計計補正予算（第１号）を、

議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

〇保健福祉課長（野呂田成人君） 

 ただいま上程されました議案第 38号、令和元年度清里町介護保険事業特別会計計補正予算（第

１号）について提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり歳入

歳出それぞれ３千６万２千円を追加し、予算の総額を、５億 29万１千円とするものです。第２項

につきましては別冊の補正予算に関する説明書により後ほどご説明いたします。 

今回の補正は歳入にあっては、本年度の介護給付費当初申請額確定とシステム改修にかかる国庫

支出金、道支出金の減額と支払基金交付金、繰入金の増額及び繰越金の確定であり、歳出にあって

はシステム改修に係る総務費の増と保険給付費見込みによる減額、繰越金に係る基金積立金への振

り分けと、平成 30年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定による国・道支払基金の精算を行

うものです。それでは、別冊の令和元年度補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、薄茶

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

しますので 13ページをお開きください。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、システム改修に係る費用で 35万７千円を増

額するもので財源は記載のとおりであります。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、３目施

設介護サービス給付費は、今後のサービスの見込みを勘案し給付費負担金を 103 万４千円減額す

るもので、財源は記載のとおりであります。４款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金の

補正は、前年度繰越金の一部を基金に積立てるものであり、補正額は１千 80万２千円です。14ペ

ージをお開きください。６款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金１千 993 万７千円の

補正は、平成 30年度介護給付費及び地域支援事業補助金の確定による精算の結果、超過交付分を、

国、北海道支払基金に返納するものであり、財源はすべて繰越金です。次に、歳入につきましては

総括表で説明いたしますので、11 ページにお戻りください。３款国庫支出金、４款道支出金、５
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款支払基金交付金、７款繰入金は特定財源で、８款繰越金は一般財源です。以上で補正予算の説明

を終わります。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 

これから、議案第 38号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第 38号、令和元年度清里町介護保険事業特別会計計補正予算（第１号）は、 

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１６ 議案第３９号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 16、議案第 39 号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計計補正予算（第２号）

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。 

 

〇町民課長（熊谷雄二君） 

 只今、上程されました 議案第 39号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、第１条、第１項に

記載のとおり、歳入歳出それぞれ１千 114万１千円を追加し、予算の総額を７億４千 228万

２千円とするものでございます。 

第１条、第２項につきましては、別冊の国民健康保険事業特別会計事項別明細書により、後ほ

ど、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴う補正、特定健診データ管理手数料及び前年度保険給付

費の確定に伴う交付金の返納金、基金積立に係る費用について補正を行うものでございます。 

それでは、令和元年度補正予算に関する説明書の17ページをお開き下さい。歳出よりご説明い

たします。 

５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費につきましては、特定
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健診のデータ管理に伴う手数料を５万円の増額。 

６款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金の１千 108万７千円につきましては、今後

の事業運営の安定化を図るため、国民健康保険事業基金の積み立てを行うものでございます。 

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金につきましては、前年度の保険給付費交

付金が確定いたしましたので、４千円を補正するものでございます。 

歳入につきましては、総括表で説明いたしますので 15ページをご覧ください。 

一般財源であります 繰越金１千 114万１千円を補正するものでございます。 

以上、補正予算のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 

これから、議案第 39号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第39号、令和元年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１７ 議案第４０号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 17、議案第 40 号、令和元年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を議

題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（熊谷雄二君)   

ただいま上程されました議案第 40号、令和元年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出それぞれ８万２千円を追加し、予算の総

額を７千 257万９千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、後期高齢者医療特別会計事項別明細書により、後ほど、ご説明申

し上げます。今回の補正は、前年度繰越金の確定に伴い、補正を行うものでございます。 
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それでは、令和元年度補正予算に関する説明書の20ページをお開き下さい。歳出からご説明い

たします。 

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

３千円を増額。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療

広域連合納付金につきましては、保険料負担金として７万９千円を増額、合計８万２千円を増額補

正するものでございます。 

歳入につきましては、上段でお示ししているとおり、一般財源であります繰越金８万２千円を補

正するものでございます。以上、補正予算のご説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 

これから、議案第 40号を、採決します。この採決は、起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君)  

起立全員です。 

したがって、議案第 40号、令和元年度清里町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

 

●日程第１８ 議案第４１号  

○議長（田中誠君)  

 日程第 18、議案第 41 号、令和元年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。本件について提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

ただいま上程されました議案第 41号、令和元年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は第１条第１項に記載のとおり

歳入歳出それぞれ 363万１千円を追加し、予算の総額を、歳入歳出それぞれ６千 422万６千円と

するものでございます。第１条第２項につきましては別冊の簡易水道事業特別会計事項別明細書に
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より後ほどご説明申し上げます。今回の補正は前年度繰越金の確定に伴い、施設管理に係る需用費

の及び基金積立金について補正を行うものでございます。それでは令和元年度補正予算に関する説

明書の 22ページをお開きください。歳出よりご説明いたします。 

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、今後の水道施設管理に係る修繕

料として 50万円を増額するものでございます。４款積立金、１項積立金、１目基金積立金、１目

積立金につきましては決算剰余金 313 万１千円を水道施設整理基金に積立を行うものでございま

す。歳入につきましては、総括表で説明いたしますので、21ページをご覧ください。 

上段の歳入をご覧ください。一般財源であります繰越金 363 万１千円を補正するものであり補

正後の繰越金は 513 万１千円となるものでございます。以上を提案理由のご説明とさせていただ

きます。 

  

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

討論なしと認めます。 

これから議案第４１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって、議案第 41号、令和元年度清里町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は原案

のとおり可決されました。 

本日の会議時間は、議事運営の都合により、本日の全ての日程が終了するまで延長します。 

 

●日程第１９ 議案第４２号 

○議長（田中誠君) 

日程第 19、議案第 42 号、令和元年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を

議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。産業建設課長。 

 

○産業建設課長（河合雄司君)  

ただいま上程されました議案第 42号、令和元年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、第１条第２項に記載のと
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おり、歳入歳出それぞれ 493万４千円を追加し予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億２千 564万

７千円とするものでございます。第１条第２項につきましては、別冊の農業集落排水事業特別会計

事項別明細書により後ほどご説明申し上げます。今回の補正は、前年度繰越金の確定及び繰入金の

減額、人事異動に伴う職員給与費の増額、施設管理に至る需用費及び下水道処理事業における工事

請負費について補正を行うとともに、公債費において一部財源の振替えを行うものでございます。

それでは令和元年度補正予算に関する説明書の 25ページをお開きください。 

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

事異動に伴い、職員給与費について２節給料から19節負担金補助及び交付金で合計 99万４千円

を増額するものでございます。なお 27ページ以降の給与費明細書につきましては、説明は省略さ

せていただきます。２目施設管理費につきましては年数経過により整備が必要とされる機器類の修

繕料として 90 万円を増額するものであり総務管理費全体では合計 189 万４千円を増額するもの

でございます。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につきましては、

町単独工事の件数増加に伴い、工事請負費の不足が見込まれるため、104万円を増額するものでご

ざいます。26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繰越金 74万５千円を充当し一般会計繰入金

の減額を行い特定財源から一般財源の財源振り替えを行うものでございます。歳入につきましては

総括表で、結構説明いたしますので、23ページをお開きください。上段の歳入をご覧ください。 

特定財源であります。４款繰入金は 74 万５千円を減額して、５千 584 万５千円とし一般財源

であります５款繰越金は367万９千円を増額して、517万９千円とするものであり、補正の総額

が 293万４千円の増額でございます。以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（田中誠君)  

これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

討論なしと認めます。 

これから議案第 42号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛成者起立） 

○議長（田中誠君) 

起立全員です。 

したがって、議案第 42号、令和元年度清里町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は

原案のとおり可決されました。 
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日程第２０ 議案第４３号 

○議長（田中誠君)  

日程第 20、議案第 43 号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）を議題とし

ます。本件について提案理由の説明を求めます。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 43号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）

につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。今回の補正は、第１条第１項に記載のとおり、

歳入・歳出それぞれ227万２千円を増額し、予算の総額を１億４千 223万６千円とするものであ

ります。 

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

げます。今回の補正は、平成 30年度の繰越金の確定と令和元年７月の人事異動に伴う職員の昇給

及び修繕による所要経費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、ウグイス色の仕切

り、焼酎事業特別会計の事項別明細書の 31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 17万８千円の増額は、職員給与費の給料で９万

６千円、職員手当等で６万２千円、負担金補助及び交付金で２万円の増額補正を行うものです。 

２款製造費、１項製造管理費、１目醸造費 209 万３千円の増額は、焼酎醸造事業費で、需用費

の修繕料で木樽の焼直しと、製造機器の修繕で合わせて 209万３千円の増額を行うものです。 

３款基金積立金、１項基金積立金、１目積立金、千円の増額は令和元年７月に基金を取崩したと

きに発生した積立金利息を処理するものでございます。 

なお、32ページ以降は、給与費明細となっておりますが、説明は省略させていただきます。 

次に、歳入について説明いたしますので、29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、今回増額されます製造費、需用費、修繕料 209万３千円の内、89

万５千円を増額補正するものです。 

３款繰越金につきましては、平成 30 年度繰越金の確定により 137 万７千円の増額補正をする

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。 

（「討論なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君) 

討論なしと認めます。 

これから議案第 43号を採決します。この採決は起立によって行います。 

本件について原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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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 43号、令和元年度清里町焼酎事業特別会計補正予算（第２号）は原案のと

おり可決されました。 

 

○議長（田中誠君)  

ここで議事の都合上、日程第 21、認定第１号、平成 30 年度清里町一般会計歳入歳出決算認定

についてから、日程第 27、認定第７号、平成 30 年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定

についてまで、都合７件を一括議題とします。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

審査の方法については、議会先例により、提案理由の説明を省略し、議長と監査委員を除く全員

をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託のうえ、審査したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

異議なしと認めます。 

したがって、議長と監査委員を除く全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の

うえ、審査することに決定しました。 

ここで暫時休憩します。休憩中に決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いしま

す。 

 

休憩 午後 ４時３２分 

再開 午後 ４時４０分 

 

○議長（田中誠君)  

休憩前に引き続き会議を開きます。 

決算審査特別委員会の委員長副委員長の互選が行われましたので、その結果を報告します。 

委員長に、堀川哲男君。副委員長に、伊藤忠之君。以上のとおり報告がありました。 

なお、審査の日程は、本日17日から 20日までの４日間に決定したとの報告がありましたので、

お知らせしておきます。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

決算審査特別委員会が終了するまで、休会にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（田中誠君) 

異議なしと認めます。 

したがって、決算審査特別委員会の審査が終了するまで、休会とすることに決定しました。 

 

休会 午後 ４時４３分 
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令和元年第４回清里町議会定例会会議録（９月 20日 ２日目） 

 

令和元年第４回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

    １番  岡 本 英 明    ６番  勝 又 武 司 

    ２番  古 谷 一 夫    ７番  村 島 健 二 

    ３番  伊 藤 忠 之    ８番  前 中 康 男 

    ４番  堀 川 哲 男    ９番  田 中   誠 

     

   

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。 

５番  池 下   昇 

 

５．遅刻議員は次のとおりである。 

なし 

 

６．早退議員は次のとおりである。 

なし 

 

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

    町 長    引  政 明 

教 育 長   岸 本  幸 雄 

     代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 

    農 業 委 員 会 長   森 本     宏 

    選 挙 管 理 委 員 長   工 藤  特 雄 

    副 町 長   本 松  昭 仁 

    総 務 課 長   藤 代  弘 輝 

  企 画 政 策 課 長   伊 藤  浩 幸 

    町 民 課 長   熊 谷  雄 二 

    保 健 福 祉 課 長   野呂田  成 人 

     産 業 建 設 課 長   河 合  雄 司 

    焼 酎 醸 造 所 長   清 水  俊 行 

    出 納 室 長   永 野    宏 

        生 涯 学 習 課 長   原 田  賢 一 
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    監査委員事務局長   溝 口  富 男 

    農業委員会事務局長    河 合  雄 司 

    選挙管理委員会事務局長   藤 代  弘 輝 

 

８．本会議の書記は次のとおりである。 

    事 務 局 長     溝 口  富 男     

書 記   世 良   奈都子 

 

９．本会議の案件は次のとおりである。 

   認定第１号～認定第７号 決算審査特別委員会審査報告 

   意見案第 ７号  介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書

について 

   意見案第 ８号  看護師の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書につ

いて 

   意見案第 ９号  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書

について 

   発議第  ５号  議員の派遣について 
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開会 午後 ３時５５分 

●開会・開議宣告 

○議長（田中誠君） 

  ただいまの出席議員数は８名です。 

これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（田中誠君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第 125 条の規定により、議長において４番堀川哲男君、６番勝又

武司君を指名いたします。 

 

●日程第２  認定第１号～認定第７号（決算審査特別委員会審査報告） 

○議長（田中誠君） 

 日程第２、認定第１号、平成 30年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第７

号、平成 30年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件を一括議題と

します。本件について、委員長の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長  堀川哲男君。 

 

○決算審査特別委員長（堀川哲男君） 

 決算委員長報告をさせていただきます。令和元年９月 17日、第４回清里町議会定例会において、

決算審査特別委員会に付託された平成 30年度清里町一般会計及び各特別会計決算認定について、

審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第76条の規定により報告いたします。 

１、審査案件。認定第１号、平成 30年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第

７号、平成 30年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで。 

２、審査期日。令和元年９月 17日、18日、20日の３日間。 

３、審査の結果。各会計とも認定すべきものと決した。 

４、委員会の意見。平成30年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算について審査を行った結

果、各会計の予算執行は議会の議決の趣旨に沿い概ね適正に執行されたものと認めます。健全化

判断比率並びに他の財政指標においても健全財政を維持していますが、超高齢化人口減少社会で

は、町税等の自主財源も大きな伸びは期待できず、限られた財源の中で住民サービスの質の向上

を図っていくことがますます重要となっており、さまざまな観点から事業の評価・見直しを行い、

必要な改善を速やかに実施していくことが求められています。今回の決算審査特別委員会での意

見等を十分に検討され、明年度以降の予算編成や行政運営に生かされるよう望むものである。以

上であります。 

 

○議長（田中誠君） 

委員長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（田中誠君） 

 質疑なしと認めます。 
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○議長（田中誠君） 

お諮りします。 

 本件については、討論を省略し、一括採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、これから認定第１号から認定第７号まで一括して採決します。この採決は、起立に

よって行います。本件に対する委員長の報告は認定です。 

委員長の報告のとおり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、認定第１号、平成 30年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第

７号、平成 30年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで、都合７件は委員長の

報告どおり、認定することに決定しました。 

 

●日程第３～日程第４  意見案第７号～意見案第８号  

○議長（田中誠君） 

 ここで議事の都合上、日程第３、意見案第７号、介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃 

金の新設を求める意見書についてから、日程第４、意見案第８号、看護師の全国を適用地域とした 

特定最低賃金の新設を求める意見書についてまでの２件を、一括議題とします。 

２件について、提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会副委員長 堀川哲男君。 

 

○４番（堀川哲男君） 

総務文教常任委員会提出の意見案第７号から意見案第８号を説明します。議会提出議案をお開き

ください。意見案第７号、介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書

について。本件について、地方自治法第 99条の規定により、別紙のとおり 意見書を提出するもの

とする。令和元年９月 20日提出。清里町議会総務文教常任委員会 委員長 池下 昇。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

 １．介護従事者の賃金の底上げをはかり、安全・安心の介護体制を確保するために、全国を適用

対象とした介護従事者の最低賃金（「特定最低賃金」）を新設すること。 

次のページをお開きください。 

意見案第８号、看護師の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書について。本

件について、地方自治法第 99条の規定により、別紙のとおり 意見書を提出するものとする。令和

元年９月 20日提出．清里町議会総務文教常任委員会 委員長 池下 昇。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

１．看護師の賃金の底上げをはかり、安全・安心の医療・看護体制を確保するために、全国を適

用対象とした看護師の最低賃金（「特定最低賃金」）を新設すること。 以上です。 
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○議長（田中誠君） 

２件について一括して質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

お諮りします。 

この意見案２件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。 

これから、意見案第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７号、介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意

見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

これから、意見案第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８号、看護師の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書

については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

お諮りします。 

ただいま可決されました意見書の提出先、並びに内容の字句等については、その整理に要するも

のについて、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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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。 

したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定しまし

た。 

●日程第５  意見案第９号 

日程第５、意見案第９号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見

書についてを、議題とします。提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 伊藤忠之君。 

 

○３番（伊藤忠之君） 

産業福祉常任委員会提出の意見案第９号を説明いたします。議会提出議案をご覧ください。 

意見案第９号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書につい

て。本件について、地方自治法第 99条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとす

る。令和元年９月 20日提出．清里町議会産業福祉常任委員会 委員長 伊藤忠之。 

次のページをお開きください。前文を省略し、記以下の内容を読み上げます。 

１．森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用の安定化を図

るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保すること。 

２．森林整備事業の都道府県・市町村負担分の起債を可能とする地方債の特例措置を継続すること。

３．森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域の実情を十分

に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組みや森林づくりを担う林業

事業体や人材の育成に必要な支援措置を充実・強化すること。以上です。 

 

○議長（田中誠君） 

これから、質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

質疑なしと認めます。 

 

○議長（田中誠君） 

お諮りします。 

本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。 

これから、意見案第９号を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（田中誠君） 

起立全員です。 

したがって、意見案第９号、林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意

見書については、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（田中誠君） 

お諮りします。 

ただいま可決されました意見書の提出先、並びに内容の字句等については、その整理に要するも

のについて、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君） 

異議なしと認めます。 

したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定しまし

た。 

 

●日程第６  発議第５号 

○議長（田中誠君)  

日程第６、発議第５号、議員の派遣についてを、議題とします。 

 

○議長（田中誠君)  

お諮りします。 

本件については、記載のとおりの内容で、議員の派遣をしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○議長（田中誠君)  

異議なしと認めます。 

したがって、本件については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

●閉会・閉議宣告 

○議長（田中誠君） 

 これで、本日の日程は、全部終了しました。会議を閉じます。 

令和元年第４回清里町議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。 

 

閉会 午後 ４時１０分 

 


