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令和３年第５回小清水町議会定例会会議録 

 

○議事日程（第１号） 

令和３年９月１５日（水曜日） 午前９時３０分開会 

 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について 

        （議長諸報告について） 

        （町長あいさつ） 

第 ３ 行政報告について 

第 ４ 発 議 第 ３号 小清水町議会会議規則の一部を改正する規則制定について 

第 ５ 意見案第 ５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（案）の

提出について 

第 ６ 意見案第 ６号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書（案）の提出について 

第 ７ 意見案第 ７号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書（案）

の提出について 

第 ８ 一  般  質  問 

第 ９ 報 告 第 ４号 小清水町一般会計継続費精算報告書について 

第１０ 承 認 第 ４号 専決処分した事件の承認について（令和３年度小清水町一般会計補正予算（第

２号）） 

第１１ 議 案 第４３号 小清水町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産

税の特例に関する条例制定について 

第１２ 議 案 第４４号 小清水町情報公開条例の一部を改正する条例制定について 

第１３ 議 案 第４５号 小清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について 

第１４ 議 案 第４６号 令和３年度小清水町一般会計補正予算（第３号）について 

第１５ 議 案 第４７号 令和３年度小清水町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

第１６ 議 案 第４８号 小清水町過疎地域持続的発展市町村計画について 

第１７ 議 案 第４９号 緑地区小水力発電施設の維持管理の事務委託に関する協議について 

第１８ 議 案 第５０号 スクールバス交換事業に係る契約の締結について 

第１９ 同 意 第 ２号 副町長の任命について 

第２０ 同 意 第 ３号 教育委員会委員の任命について 

第２１ 認 定 第 １号 令和２年度小清水町各会計歳入歳出決算認定について 

第２２ 認 定 第 ２号 令和２年度小清水町各事業会計決算認定について 
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○出席議員（１０名） 

 

 １番  槻 間 善 髙 君         ２番  鬼 塚   茂 君 

 ３番  瓜 田 新 一 君         ４番  森     浩 君 

 ５番  髙 橋 隆 文 君         ６番  工 藤 孝 一 君 

 ７番  佐 藤   智 君         ８番  更 科 浩 司 君 

 ９番  木 戸 寛 治 君        １０番  坂 田 秀 昭 君 

 

○地方自治法第１２１条の規定により、本会議に出席を求めた者 

 

 小 清 水 町 長      久 保 弘 志 君 

 小 清 水 町 教 育 長      加 藤 友 幸 君 

 小清水町選挙管理委員長      吉 田 正 貴 君 

 小 清 水 町 農 業 委 員 会 長      今 村   昇 君 

 小 清 水 町 代 表 監 査 委 員      重 成 一 男 君 

 

○委任を受け出席した者 

 

 副 町 長      鈴 木 祐 之 君 

 総 務 課 長      細 川 正 彦 君 

 出 納 室 長      荒 木 和 正 君 

 企 画 財 政 課 長      石 丸 寛 之 君 

 町 民 生 活 課 長      牧 野 尚 樹 君 

 保 健 福 祉 課 長      斉 藤 高 広 君 

 産 業 課 長      畔 木 雅 之 君 

 建 設 課 長      西 川 豊 人 君 

 子 育 て 支 援 課 長      佐 藤 大 吉 君 

 生 涯 学 習 課 長      組 野 麻 記 君 

 選挙管理委員会事務局長      細 川 正 彦 君 

 農 業 委 員 会 事 務 局 長      畔 木 雅 之 君 

 監 査 委 員 事 務 局 長      村 上 信 二 君 

 

○本会議の事務に従事した者 

 

  議 会 事 務 局 長      村 上 信 二 君 

  書 記      谷   綾 乃 君 
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     ◎開会の宣告 

○議長（坂田秀昭君）ただいまから、令和３年第５回町議会定例会を開会いたします。 

（開会 午前９時３０分）      

 

     ◎開議の宣告 

○議長（坂田秀昭君）直ちに本日の会議を開きます。 

 

     ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（坂田秀昭君）日程第１、本日の会議録署名議員は、 

     ５番  髙 橋 隆 文 議員    ６番  工 藤 孝 一 議員 

を指名いたします。 

 

     ◎会期の決定について 

○議長（坂田秀昭君）日程第２、会期の決定について、議会運営委員会の報告を求めます。 

 森浩議会運営委員長。 

○議会運営委員長（森浩君）４番。議会運営委員会の審査報告をいたします。 

 令和３年第５回町議会定例会を開催するに当たり、去る８月２６日、９月１３日及び本日、議会運営委

員会を開催し、今日開催する定例会の会期、運営等について協議をいたしました。 

 本定例会で付議された提出議案等は、配付されております議事日程のとおりであります。 

 なお、一般質問については、６名１２件の通告があります。 

 また、今会期中に決算審査特別委員会の開催も予定されております。 

 以上、提出議案内容等を慎重に審査し、判断いたしまして、本定例会の会期は、本日９月１５日から同

月１７日の３日間とすることが適当であると判断いたしました。 

 以上、議会運営委員会の審査報告といたします。 

○議長（坂田秀昭君）議会運営委員長の報告は会期３日間であります。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、会期を本日から９月１７日までの３日間と決定いたします。 

 

     ◎議長諸報告について 

○議長（坂田秀昭君）本日の会議に関する諸報告を村上事務局長から報告させます。 

○事務局長（村上信二君）諸般の報告をいたします。 

 本日の会議出席議員数は１０名でございます。 

 本日の会議に関する説明員の出席につきましては、報告書を配付しております。 

 ６月定例会後の議会閉会中における動向につきましては、報告書を配付しております。 

 監査委員からの例月出納検査報告書を受理したので、その写しを配付しております。また、財政健全化

判断比率について、町長から監査委員の意見書をつけて報告がありましたので、その写しを配付しており

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 

     ◎行政報告について 

○議長（坂田秀昭君）町長から挨拶がございます。 

 併せて、日程第３、行政報告について報告書が配付されておりますので、町長の補足程度の説明を願い

ます。 

 久保町長。 
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○町長（久保弘志君）おはようございます。本日は、令和３年第５回定例町議会を招集させていただきま

したところ、議員の皆様には何かと御多用の中、全員の御応召を賜りまして、ここに定例会が開会できま

すこと、厚くお礼申し上げます。 

 本定例町議会の開会に当たりまして、初めに、私の町政運営に臨む基本的な考え方と取り組む施策の一

端を申し述べ、議員の皆様をはじめ、広く町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 私は、去る８月の任期満了による小清水町長選挙におきまして、多くの町民の皆様をはじめ、各方面か

らの温かい御支援と御厚情を頂き、町政への信頼と期待を担う重大任務を引き続き担わせていただくこと

になりました。 

 本町の山積する行政課題に対し、町民の皆様が町政に寄せる期待は大きいものと肌で感じ、改めて果た

す使命と責任の重さを痛感し、身の引き締まる思いであります。 

 ２期目に当たっては、しっかりと地に足をつけ、生まれ育った郷土の誇りを胸に「町民が幸せを感じ、

笑顔で安心して暮らせるまちづくり」、そして、「未来へとつづくまち」を目指し、１つ目には、住民福

祉の向上と心の豊かさを実現するため、地域医療の確保、子育て・高齢者支援を重要施策として取り組む

「福祉でまちづくり」を推進すること。２つ目には、「住み続けられるまち・住みたいまち」づくりを推

進すること。３つ目には、地域住民同士が互いに支え合う「地域の絆」を再生し、地域コミュニティーの

活性化を図ること。４つ目には、町民とともにふるさと小清水の産業と自然を守り、地球に優しい行政運

営を行うこと。５つ目には、行財政改革の推進など町財政の健全性を維持しつつ、誠実で公正・公平な町

政を行うことを基本に据え、これまで以上に努力を重ね、様々な御意見に耳を傾け、今後４年間の町政運

営に全力を尽くす決意であります。 

 ここで、小清水町が少子高齢化・人口減少社会に対応していくため、継続または充実させていく施策の

一端を述べさせていただきます。 

 今も、世界的に未曾有の新型コロナウイルス感染症との闘いは続いております。まずは、新型コロナウ

イルス感染症への対応を最優先とし、引き続き、感染防止対策の徹底とワクチン接種の推奨、感染症の影

響が懸念される事業者への支援など、必要な施策を講じてまいります。 

 次に、基幹産業の振興を図るため、農業の振興では、本町の強みである循環型農業を維持すること、担

い手の育成と確保を目指すこと、そして、災害に強い基盤整備と鳥獣被害防止対策を推進してまいります。 

 商工観光の振興では、商店街は町の顔でありますことから、空き店舗などを活用した新たな起業を促進

します。また、農業・商工業・観光業連携による地域の魅力発信とエコツーリズムの促進により、地域経

済の活性化を図ってまいります。 

 次に、福祉でまちづくりを推進するため、何よりも町民の皆さんが適切な医療サービスを受けられよう、

医療体制の整備・充実と強化を図るための支援を行い、必ず小清水赤十字病院を守ります。また、地域住

民同士が互いに支え合う「地域の絆」を再生し、地域コミュニティーの活性化を図るなど、安全・安心な

まちづくりを推進してまいります。 

 次に、安心して暮らすための社会資本基盤の質の向上を図るため、公共施設等総合管理計画に基づき、

上下水道については計画的な更新、町営住宅については適切な維持管理による居住水準の向上、道路・橋

梁については、生活・産業道路の整備と老朽化している橋梁の計画的な更新を図るとともに、移住・定住

促進対策では、家賃助成などの実施によりまして人口減少社会に対応をしてまいります。 

 次に、教育の充実を図るため、子供の視点で学校教育環境を整え、ふるさと小清水への愛を育む教育を

推進します。また、まちづくりは人づくりの観点から、生涯教育の充実に努めてまいります。 

 そして、町財政の健全性を維持しつつ、各種施策を実現してまいります。 

 ただいま申し上げた事項が、引き続き取り組んでいく基本的な政策となりますが、２期目に当たっては、

次に申し上げる４つの項目について重点的に取り組んでまいります。 

 まず１点目は、町立保育所の老朽化と多様な保育ニーズにお応えするため、幼児教育・保育の充実とし

まして「幼保連携型認定こども園の開園」を目指すこと。 

 ２点目は、商工会様、農協様としっかりと連携の下、「防災拠点型複合庁舎」と「農業担い手育成拠点

施設」の確実な事業推進を行うこと。 
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 ３点目は、交通弱者の日常生活を支える地域の安全な足、身近な足となる「公共交通ネットワークの形

成」を図ること。 

 ４点目は、地域医療の確保、福祉・高齢者支援施策のさらなる充実に取り組むことでございます。 

 以上、私の２期目に当たっての所信と施策の一端を述べさせていただきました。その内容によりまして

は、直ちに実施できるもの、実施に当たり時間をかけて検討を要するものなど様々ではございますが、い

ずれも「未来へとつづくまち」には、欠かせない施策であると確信をしております。 

 このコロナ禍の中、地方行政を取り巻く情勢は厳しさが増すばかりです。 

 私は、町民の皆様の御意見を尊重し、皆様の期待に沿うよう献身努力をいたす所存でございます。職員

とともに汗を流し、果敢に町政運営に取り組んでまいりますので、町議会議員の皆様をはじめ関係各所の

皆様、そして何よりも町民の皆様の深い御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 次に、本定例会に御提案いたします案件でございますが、報告案件は、一般会計における継続費の精算

報告１件、承認案件は、専決処分した事件の承認１件でございます。 

 議案でございますが、条例関係では、新過疎法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例の新規制定

１件に、改正では、情報公開条例及び個人情報保護条例の一部改正２件、補正予算は、令和３年度一般会

計及び介護保険特別会計補正予算２件のほか、過疎地域持続的発展市町村計画の策定、緑地区小水力発電

施設の維持管理事務委託の協議、スクールバス交換事業に係る契約の締結でございます。 

 そのほか、同意案件では、副町長の選任並びに教育委員会委員の任命２件、認定案件として、令和２年

度各会計決算認定及び各事業会計決算認定２件、以上１４件を御提案することとしております。 

 各案件につきまして、よろしく御審議の上、原案に御協賛くださいますようお願いを申し上げまして、

定例町議会開会に当たっての挨拶といたします。 

 続きまして、行政報告をさせていただきます。 

 なお、私の補足説明はごく簡単に行いますので、御了承願います。 

 別途お配りしております行政報告書３ページ左側下段、新型コロナウイルスワクチンの接種事業でござ

います。 

 新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、小清水赤十字病院の全面的な御協力を頂いて、

５月６日から７月２８日までの期間において、６５歳以上の高齢者の優先接種を小清水赤十字病院内にお

いて個別接種を実施してまいりました。 

 ６４歳以下の一般の方に対する接種につきましては、ワクチンの確保に見込みが立ち、１２歳以上の方

を対象として、さらに加速化を図るため集団接種により、８月一月間で実施したところであります。 

 実施結果でございますが、１回目の接種は８月２日から９日に実施いたしまして、町外の方も含め

１,６４５人、２回目は８月２３日から３０日に実施いたしまして１,６１８人が接種を受けられました。 

 優先接種により接種を終えていた高齢者等を含めて、８月末時点における１回目の接種を終えた方は、

対象者人口の８６.４％に当たる３,６３２人、２回目まで終えた方は８５.０％に当たる３,５７６人とな

りました。 

 多くの町民の皆さんが、ワクチンの効果に期待と理解を示され、接種を受けていただくことができまし

たが、接種を希望しながらも様々な事情で期間内に接種ができなかった方もおられると思います。そのよ

うな方々に接種の機会を確保できるよう、引き続き、小清水赤十字病院の御協力を頂き対応をしてまいり

ます。 

 次に、３ページの右側上段、農作物作況調査でありますが、別紙、農作物生育状況調査報告書をお配り

しておりますので、御覧ください。 

 まず、総体的な状況でございますが、本年は播種時期の低温と日照不足のため、例年より若干遅い生育

状況で推移しており、さらに、６月以降の記録的な少雨と７月からの高温により干ばつ状態となり、全体

的に作物の生育が心配されてきたところでありますが、既に収穫を終えました秋まき小麦、春まき小麦の

粗原収量は、「きたほなみ」が反当たり１４.２俵、「春よ恋」は１０.０俵といずれも平年を上回る結果

となっております。 

 収穫の秋本番を迎える中、網走農業改良普及センター清里支所より、９月１日現在における農作物生育
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状況調査報告書が公表されましたので、その内容について補足説明いたします。 

 現在、収穫作業が行われておりますバレイショは、平年並みの生育でございますが、ＪＡこしみずの坪

堀調査によりますと、収量、ライマン価ともに平年をやや下回る結果となっております。 

 てん菜でございますが、干ばつにより生育の遅れが心配されておりましたが、８月の降雨により根部の

肥大が確認されており、平年並みの収量が見込まれております。 

 大豆でございますが、干ばつの影響により生育は５日早く、タマネギにつきましても、高温・干ばつの

影響により例年よりやや小ぶりな状態で、平年より５日早く収穫が始まっております。 

 飼料作物のトウモロコシも、高温・干ばつにより例年よりかなり背丈が低い状態で登熟が進んでおり、

８日早い生育となっております。 

 牧草の収穫は３日早い生育となっておりますが、他の作物と同様に高温・干ばつの影響を大きく受けて

おり、収量の減少が心配されております。 

 以上、作況調査では、全体的に高温・干ばつの影響により生育が早まっている状況となっている旨、行

政報告をさせていただきますが、９月１２日深夜の降ひょうにより、山沿いを中心とした多くの圃場で被

災されているとの報告を受けております。被害の状況については現在調査中であり、今後の収穫に当たり、

被災した農産物がどの程度まで回復できるのか心配ではありますが、今後の天候に恵まれ、町内全ての農

業者の皆様が豊穣の秋を迎えられるとともに、農作業事故もなく、無事に本年の農作業が終えることを願

っているところでございます。 

 以上で、行政報告を終わります。 

 

     ◎発議第３号 

○議長（坂田秀昭君）日程第４、発議第３号、小清水町議会会議規則の一部を改正する規則制定について

を議題といたします。 

 提出者、森浩議員の説明を求めます。 

 ４番、森浩議員。 

○４番（森浩君）４番。ただいま上程されました発議第３号、小清水町議会会議規則の一部を改正する規

則制定について御説明申し上げます。 

 別途、お配りしております新旧対照表を御覧願います。 

 この改正は、標準町村議会会議規則の一部改正に伴い、これと整合性を図るため所要の改正を行うもの

です。 

 改正内容につきましては、第２条で、議員活動と家庭生活との両立支援策をはじめ、男女の議員が活動

しやすい環境整備の一環として、出産、育児、介護など、議員として活動するに当たっての諸要因に配慮

するため、育児、介護など議会への欠席事由を整備するとともに、出産については、母性保護の観点から

出産に係る産前産後の欠席期間を規定するものです。 

 また、第８９条第１項では、請願者の利便性の向上を図るため、議会への請願手続について、請願者に

一律に求めている押印の義務づけを見直し、署名または記名押印に改めるものです。 

 施行期日につきましては、令和３年１０月１日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 発議第３号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、発議第３号、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎意見案第５号 

○議長（坂田秀昭君）日程第５、意見案第５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（案）の提出についてを議題といたします。 

 提出者、工藤孝一議員の説明を求めます。 

 ６番、工藤孝一議員。 

○６番（工藤孝一君）６番。ただいま上程されました意見案第５号について説明いたします。 

 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（案）。 

 例年、議会として取り上げていますので、主文は省略し、要請項目のみ読み上げいたします。 

 記 

 １、森林の多面的機能を持続的に発揮し、２０５０年カーボンニュートラルの実現に貢献するため、適

切な間伐と伐採後の着実な再造林の推進に必要な森林整備事業予算や防災・減災対策の推進に必要な治山

事業予算を十分に確保すること。 

 ２、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、ＩＣＴ等の活用によ

る林業イノベーションの推進、生産流通体制の強化、都市の木造化などによる道産木材の販路拡大、森林

づくりを担う人材の育成などに必要な支援を充実・強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 御協賛くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（坂田秀昭君）質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 意見案第５号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、意見案第５号、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎意見案第６号 

○議長（坂田秀昭君）日程第６、意見案第６号、国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書

（案）の提出についてを議題といたします。 

 提出者、工藤孝一議員の説明を求めます。 

 ６番、工藤孝一議員。 

○６番（工藤孝一君）６番。ただいま上程されました意見案第６号について説明いたします。 

 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書（案）でございます。 

 この意見書案についても、例年、議会として取り上げている内容ですので、主文は省略し、要請項目の

み読み上げて提案したいと思います。 

 記 

 １、国土強靱化に資する社会資本の整備・管理が長期安定的に進められるよう、公共事業関係予算の所

要額を確保するとともに、地域の実態に鑑み予算を重点配分すること。 

 ２、防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策を計画的に進めるために必要な予算・財源を確
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保すること。 

 ３、新広域道路交通計画に基づき、高規格道路については、着手済区間の早期開通、未着手区間の早期

着手及び暫定２車線区間の４車線化といった機能強化を図ること。また、高規格道路と並行する国道との

ダブルネットワークの構築などによるリダンダンシーの確保や道路の防災対策などによる耐災害性の強化

を推進するほか、重要物流道路のさらなる指定を図ること。 

 ４、冬期交通における安全性の確保、通学路などの交通安全対策、無電柱化の推進、安全で快適な自転

車利用環境の創出、北海道観光の振興に向けた道路交通環境の整備など、地域の暮らしや経済活動を支え

る道路の整備や管理の充実を図ること。 

 ５、泊原発所周辺の道路は、複合災害発生時における避難道路としての機能も有していることから、こ

うした道路の事業について、国の負担割合を引き上げるとともに、早急な整備と適切な管理を図るために

必要な予算を別枠で確保すること。 

 ６、維持管理に活用可能な交付金制度を創設するとともに、水道、公営住宅など公共施設の長寿命化に

ついて、全ての管理施設の点検や診断、補修、更新が交付対象となるよう採択要件を緩和するなど、地方

負担の軽減を図ること。 

 ７、冬期における円滑な交通確保のため、除排雪に必要な予算を確保するとともに、老朽化が進行して

いる除雪機械等の計画的な更新・増強が可能となるよう財政支援を強化すること。 

 ８、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の充実・強化

を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 何とぞ、御協賛くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（坂田秀昭君）質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 意見案第６号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、意見案第６号、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎意見案第７号 

○議長（坂田秀昭君）日程第７、意見案第７号、コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める意見書（案）の提出についてを議題といたします。 

 提出者、髙橋隆文議員の説明を求めます。 

 ５番、髙橋隆文議員。 

○５番（髙橋隆文君）５番。ただいま上程されました意見案第７号について御説明いたします。 

 この意見書案につきましては、昨年も意見書として提出してございますので、内容をかいつまんで説明

いたしますので、御了承頂きたいと思います。 

 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書（案）でございます。 

 新型ウイルスの感染拡大は、経済的、社会的影響を及ぼし不安が続いている。 

 地方財政は、来年度においても、財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。 

 地方自治体においては、感染症対策はもとより、社会保障等への対応に迫られ、財源の充実が不可欠で

ある。 

 国においては、令和４年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記の事項を確実に実現されるよう
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強く要望する。 

 記 

 １、令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、令和３年度地方財政計画の水準を下回らな

い同水準を確保するとされているが、社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、十分な総額を確保

すること。 

 ２、固定資産税は、重要な基幹税であり、見直しは断じて行わないこと。また、生産性革命の実現や感

染症緊急経済対策として講じられた特例措置は、国庫補助金等に対応すべきものであり、期限の到来をも

って確実に終了すること。 

 ３、令和３年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を、令和２年度と同額と

する負担調整措置については、令和３年度限りとすること。 

 ４、令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長につ

いて、さらなる延長は断じて行わないこと。 

 ５、炭素に係る税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に財

源分配すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するものでございます。 

 御審議を頂き、御賛同頂きますようお願い申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 意見案第７号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、意見案第７号、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

 

                   休憩 午前１０時０５分 

                   再開 午前１０時１５分 

 

○議長（坂田秀昭君）休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 

     ◎一般質問 

○議長（坂田秀昭君）日程第８、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 なお、質問、答弁ともに簡潔明瞭に努められますようお願い申し上げます。 

 初めに、２番、鬼塚茂議員。 

○２番（鬼塚茂君）２番。冒頭、９月１２日の深夜降った霜により、農作物等に被害に遭われた農民の皆

様に心よりお見舞い申し上げます。 

 また、久保町長の２期目のスタートということで、町民のために、また力強いリーダーシップを発揮し

ていただきたいと思います。 

 それでは、さきに通告してありますとおり、私から２件お伺いしたいと思います。 

 １点目は、鳥獣被害対策についてであります。 

 鳥獣被害が年々増加し、鹿被害を中心とした鳥獣被害は深刻な状況になっております。鹿柵もあります
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が、それ以上に、農家個々の自己防衛も限界が来ています。こうした被害を減らすために抜本的な対策が

必要と考えますが、町長の所見をお伺いいたします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 本町における野生鳥獣による農産物被害につきましては、議員の御指摘のとおり増加の一途をたどって

おります。昨年度の被害額集計では総額約８,５００万円との報告を受けており、そのうちエゾシカによ

るものが約７,４００万円と算出されております。 

 猟友会小清水支部によるエゾシカ有害鳥獣駆除頭数も、令和元年度７６頭、令和２年度１１４頭と増加

傾向にあり、本年度につきましても第１四半期で既に４４頭の駆除実績の報告を頂いております。 

 これらの状況から、町政執行２期目に当たっての公約にも掲げておりますとおり、鳥獣被害防止対策の

推進が必要であることから、現在、本町で取り組んでおります猟友会による駆除、鹿侵入防止柵の適切な

管理、生産者自ら電牧や爆音器などを設置して行う自己防衛の３つの取組に加え、新たに、本年度より実

施しているエゾシカ生息状況調査で得られたデータを活用した下牧後の町有牧野を活用した大規模捕獲を

計画するとともに、電牧設置などの生産者が自ら取り組むエゾシカ対策に対しては、個々の生産者の負担

も増加していることから、何かしらの支援が必要であり、ＪＡこしみずと支援策について現在協議を進め

ているところでございます。 

 協議が整い、支援事業の詳細が決まりましたら、昨年度より開催しております、町、ＪＡ、猟友会小清

水支部、鹿侵入防止柵設置協議会、森林管理署の５者で構成される鳥獣被害防止対策関係機関団体との情

報交換会にて、御意見を頂いた上で、新年度予算にそれぞれ反映していきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）２番、鬼塚茂議員。 

○２番（鬼塚茂君）２番。エゾシカによる農業被害は、全国的に減少はしているというものの、道東の我

が町小清水は増加していると。 

 で、鹿害を中心とした鳥獣被害が年々増加し、農家への被害は深刻になっているということは、再三申

し上げておりますが、先日、町内の被害圃場を視察されたという町長の感想を、まず率直にお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）ちょっといつかはっきりと覚えてはいませんか、ＪＡさんと髙橋道議も一緒に来て

いただいて、実際に被害圃場を視察させていただきました。 

 本当にひどい、あそこまでジャガイモがっていうのが、それまではビート等については、結構、私も見

ていたことがあるんですが、鹿の被害に加えまして熊の被害も見たところでありまして、これはなかなか、

本当に全道的に減っていると言いながらも、議員おっしゃるとおり、オホーツク、特に斜網地域について

は増えているというのが、各市町の首長さんもおっしゃられているところですので、本当にそこを目の当

たりにしまして、しっかり取組をしなきゃいけないというのが、私の感想でございました。 

○議長（坂田秀昭君）２番、鬼塚茂議員。 

○２番（鬼塚茂君）２番。被害が集中する地域では、自己防衛する生産者が多く、農産物の直接な被害で、

補植や電牧柵の労働負担や資材購入の費用の負担増などと、様々な負担が生産者に重くのしかかっている

という現状もあります。 

 本年度増加している熊の出没についても、近隣市町村では、農作業中に襲われけがをしたという報告を

されるなど、一歩間違えれば人命に関わる事例が起こっております。 

 また、森林管理署による入林規制が厳しく、狩猟活動がなかなか思うようにいかず制限されているとい

うことと、エゾシカ駆除を依頼する人も、狩猟に対する理解と協力が必要ではないかと。猟友会の構成の

中でも、いつでもフリーに狩猟できる人はいないということでございます。 

 先ほど町長が、５団体の協力要請の中で今後の対応策を随時話し合いながら、前に進めていくとおっし
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ゃっておられましたが、こうした被害を減らすために抜本的な対策は、やっぱり生育頭数を継続的に減ら

していくということに尽きるのではないかと思います。 

 また、目的達成には、生体数調査をしっかり行った上で、わなや猟友会の活動への支援体制などが考え

られますが、この件に関してもっと詳しく中身を説明、言い残すところが、言い忘れてるところも含めま

してあれば、ちょっと御説明願いたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）今回、公約にも鳥獣被害防止対策の推進をするということ、あえて載せさせていた

だいたところでございます。 

 それだけ被害は増大の傾向だというのは間違いないことでありますので、そこはしっかりしないといけ

ないというふうに思っておりますし、また以前は、比較的鹿の被害、熊の被害があるとこって限定されて

まして、比較的その方たちのお声は届いていましたが、農業全体としてはなかなか届いてこなかったとい

うところでございますが、ここはかなり広がってきていることから、農業者の認識も大きく変わったんだ

ろうというふうに思っています。 

 ＪＡさんともお話をしていますが、農協さん全体としての取組、農業者全体の取組という中で、町とし

てもそこはしっかり支援をしていきたいというふうに考えてございまして、当面、先ほど申し上げた基本

的な鹿柵を維持していくだとかというのは当然でありますけれども、やはり柵を全部囲うというのも限度

がありますので、そこは自衛策とこらも含めて、農家さん、それぞれそれやられてますけれども、そこに

ついては、ＪＡさんと今現在協議をしておりますけれども、農家さんの負担も頂きながら、ＪＡさんとと

もにそこについて支援をしていくというのがまず１点、今検討しているところでございます。 

 また、やはり鹿の被害については、熊もそうでありますが、広域的な取組が欠かせません。 

 うちだけで多く捕っても、仮に捕れたとしても、鹿は移動します。 

 ですので、捕獲については斜網地域でやらなきゃいけないと思ってますし、先ほど議員からもありまし

たが、国有林の関係、ここは森林管理署の管轄になりますが、やはり国の御協力も頂いて大規模な捕獲だ

とかをしていかないと、もう本当に限界であるというふうに思ってますので、そこについては国もそうで

ありますが、北海道に対しても先般要請をしてきておりまして、近隣市町、特に遠紋のほうというか、ど

ちらかというと斜網のほうでありますけれども、そういう認識は同じでありますので、近隣市町と連携を

図りながらしっかり取り組んでいきたいというふうに考えてございます。ただし、若干、その大規模捕獲

等々については、手続の関係等々時間はかかるというのはあるかもしれませんが、そこはしっかり取り組

んでいきたいと思いますので、御理解を頂きたいと存じます。 

○議長（坂田秀昭君）２番、鬼塚茂議員。 

○２番（鬼塚茂君）先ほど、町長から率直な御意見を頂いた現地視察の件につきましてもそうですし、頭

数削減については意欲を持たれている。そこの部分については大いに私はこれから期待できるのではない

かなと思って、頭数削減が実現できるまでは、自己防衛せざるを得ない町民、農民の皆様がいるというこ

とも前提として考えて、こうしたことを対策として実施している農家の皆様方への支援対策も忘れないで、

時間がかかることですので、今やってすぐ結果が出るという部分ではないので、そこら辺は今後、そうい

う方向でも目を向けていただいて、対応していただけるように進めていただきたいなというふうに思って、

この件の質問を終わります。 

 それでは、引き続き２件目の質問です。 

 新規就農支援事業についてでありますが、我が国の基幹産業である農業振興も町長の公約に上げられて

おりますが、少子高齢化により農家戸数も減少しておりますが、そんな中でも親の姿を見て農業を目指す

若者たちも数多くいます。農家の息子だったり、お婿さんだったり様々ですが、将来を見据えて力強く小

清水町農業の新規就農として頑張っております。 

 そこで、新規に小清水に入植する人だけに限定しての新規就農支援ということ、この事業について、な

ぜ今なのか、また、未来の小清水町農業をどのようにお考えなのか町長にお伺いいたします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 
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 久保町長。 

○町長（久保弘志君）はい、お答えいたします。 

 新規就農者支援事業につきましては、後ほどに御提案申し上げる補正予算に計上をさせていただいたと

ころでございますが、小清水町で新たに自立して営農を開始される方に対して支援を行うものでございま

す。 

 なぜ、今なのかとの質問でございますが、新規就農希望者はそれぞれの市町村の生活環境や新規就農者

への援助・支援制度を模索されてから、就農希望地を選ぶという声を聞いております。既に居住環境や農

作業機械の整備をされた親元就農とは異なり、独立して新規で就農する場合には、何かと見えない費用が

かかるものと思われます。この支援事業は移住・定住施策としても、本町を選択する判断材料としてプラ

スに働くものと考えており、昨年３月に策定いたしました第２次まち・ひと・しごと創生総合戦略におい

ても、新規就農者支援を掲げておりますことから、本町での就農に魅力を感じていただき、その糸口とな

るよう５か年の施策として今回御提案させていただくものでございます。 

 一方、新規就農の中でも親元への就農であったり、農業法人への就農による雇用型就農であったりと、

多様な形態もありますが、既に営農する経営体に対しましては、国・道の補助や支援により経営基盤が整

っていることから、今回提案しております新規就農支援制度の対象からは除いてございます。 

 また、農家戸数の減少と労働力不足にもしっかり対応しなくてはなりませんので、現在建設中の農業振

興拠点施設で展開される農業研修や農作業請負事業などの推進も重要なものと考えております。これら担

い手対策につきましては、最終的に様々な就農形態へとつながるものと考えられますので、必要な支援対

策につきましては関係機関と協議をし、検討をしてまいりたいと考えてございます。 

 今後の国際情勢にもよりますが、国の推進する食料自給率向上の要となる北海道の中において、本町農

業の生産力は重要な位置を占めるものと考えております。今後も安心・安全な農畜産物を生産するあらゆ

る基盤が将来にわたって維持できますよう、関係機関の御協力を頂きながら農業施策を展開していきたい

と考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）２番、鬼塚茂議員。 

○２番（鬼塚茂君）２番。小清水町の若者も肥沃な大地と広大な土地を守ろうと、日々農業に励んでおり

ます。現状、小清水は耕作放棄地はなく、面積の拡大に意欲を持つ若者がまた経営者が多いこと、規模拡

大により経営が安定して強い経営基盤の確保ということと生産向上が得られること、その中でどこにどう

いう土地が新規就農に提供できるのか、そこの点についてもお伺いしたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）本町の畑の状況については、先ほど議員からもあったように、耕作放棄地もありま

せん。その畑についても、これは国の制度、農地法等によって守られておりますので、誰かが勝手に売っ

たり買ったりできるものでもありません。ですので、新規就農者、特に町外といいますか、町内でもいい

んですが、新規就農する方についての畑がどこにあるかというと、それは現実的はないと思っております。 

 ただし、いろんな形で就農の在り方があると思いますし、例えばいろんなケースがあると思いますけれ

ども、その就農のチャンスっていうのは全くないことはないと思っています。ですので、これは、鶏が先

か卵が先かの議論になってしまうと思いますけれども、やはり、私、町長就任以来、なぜ本町にそういう

制度がないんだろうっていうのは、実はずっと思っていました。産業課も担当していたことがありますけ

れども、その理由は何かといいますと、おっしゃられるとおり、そういう畑地がないっていうことです。

農地がないということです。 

 ですので、その制度は要らないんだというようなことの理解だったというふうに思っておりますが、た

だ、こういう状況いまだ本町においては、拡大意欲が旺盛でありますので余った農地はありません。あり

ませんが、やはりこの制度はつくっておきたいというのが私、常々思っておりまして、そのような形でＪ

Ａさんとも協議を続けてきたところでございます。 

 その中でまず第一歩としては、このような制度になりますけれども、親元就農、当然大事なことであり
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ます。その中で農業者を守っていく、農業戸数を減らさないようにしていく。大事なことであります。で

すので、まずはこの制度をつくらさせていただいて、今後の在り方については、ＪＡさんと協議をしなが

らやっていこうということで、お話もしてきておりますので、今、直ちにこの制度が、来年以降も新規就

農者がいるのかと言われると、そう簡単なものではないと思っております。ですが、間口についてはぜひ、

つくらさせていただいて、小清水農業のＰＲも含めてやっていきたい。 

 それは１回目の回答でも申し上げましたが、移住・定住対策としても小清水町農業の魅力はありますの

で、そのような形で若者が小清水町農業に憧れて移住されるようなことになってくればいいなと思ってい

ますし、そのような中で立派に農業もやられて、農協の組合員にもなりというようなことが出てくれば、

さらに農家戸数としても維持されるのではないかというふうな思いを持っておりますので、御理解を頂け

ればと思っております。 

○議長（坂田秀昭君）２番、鬼塚茂議員。 

○２番（鬼塚茂君）新規で営農を目指すという入植者に対しては、前向きで大変いいことだと思いますが、

少子高齢化の中でありますが、地道に農業を目指す当地の若者もいまして、ＧＰＳを取り入れたり、農業

を実践して効率化を図るなど、積極的な投資規模拡大へも意欲を増していて、１戸当たりの経営面積が今

はだんだんと増えている現状ではあります。 

 時として、脱サラをして小清水町に帰り農業を目指す若者もいます。これは民営経営基盤の安定がある

からこそ、社会人経験を持つ地元出身者の地域の活性化に広がり、経験の差も仲間が支えて地域の輪が広

がっていくと、新規就農者の農業の担い手として親子関係者や経営体の従業員など、適用外とは私からし

てみればちょっと考えにくいのかなと。農業の担い手として、農業人口の維持のために確実な就農となる

親元就農、そして経営体の従業員を優先して対応していくべきと考えますが、再度御意見を伺いたいと思

います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）先ほども申し上げましたけれども、親元就農等々については経営基盤がしっかりし

ているという部分でございます。そこに、今、町費単独でさらにということかというふうに思いますけれ

ども、そこはそこでいろんな制度が国なり道の制度があります。これは、私、今回御提案させていただて

いる制度については、それらをやめてこっちをやるということではないわけですよね。新たな施策として

やりたいということです。 

 ですので、必要があればそういう親元就農等々も含めて、町もこういうことやったらいいんではないか

ということがあるんであれば、そこは農協さんとの協議になりますけれども、そこは必要であればやる考

えは持っていますので、御議論頂きたいと思いますけれども、まず先ほども申し上げましたとおり、そう

いう間口をまずはつくらさせていただきたいって考え方でございますので、これは新たな施策、移住・定

住どちらかというとその施策になると思います。そういう中で御理解頂ければありがたいと思っておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（坂田秀昭君）２番、鬼塚茂議員。 

○２番（鬼塚茂君）２番。小清水町の農業は大規模経営が収益となっております。地域との協調の中で助

け合いながら生産を高めて地域に根差して小清水町で暮らしていく方法だと思います。新規就農も小清水

にとっては効果的な方法。もっと時間をかけて検討していただければと思います。小清水に意欲あって営

農される方にとっては、大変すばらしい機会かなと思いますが、やはり地元の農業者のこともやはり並行

して考えていただきたいということを申し添えまして、私の一般質問を終わらさせていただきます。 

○議長（坂田秀昭君）これにて、鬼塚茂議員の質問は終了いたします。 

 続いて、８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）８番。まず質問の前に、先ほどもありました１２日降ひょう被害によりまして視察

させていただきましたが、同じ農同業者として心が痛む景色を見てまいりました。まずもって心よりお見

舞い申し上げます。 

 また、町長におかれましては２期目当選おめでとうございます。また健康に気をつけられ、リーダーシ
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ップを取っていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 では、質問、まず、３点上げたいと思いますが、１点目。 

 トレセンの暖房についてですが、冬期間のトレーニングセンター利用者から、室内の温度が低く寒いと

いう声が多く聞かれています。室内が低い中での運動はけがにつながる心配もあることから、暖房設備の

改善について考えをお伺いします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 加藤教育長。 

○教育長（加藤友幸君）私からお答えをいたします。 

 農業者トレーニングセンターは、昭和５７年に建設し今年で３９年が経過しますが、経年劣化による建

物の損耗や機能低下に対する復旧につきましては、安全性を最優先し、必要に応じた部分的な改修等を行

い、施設の維持管理に努めているところでございます。 

 議員御質問の暖房設備については、平成２４年に機械設備の更新を行い、その後も部品の交換等、必要

な修繕を行っておりますが、温度が上がりづらいという事象を改善するため現在、熱交換器の交換及び洗

浄工事を行っているところでございます。 

 コロナ禍においては、感染予防のための定期的な換気が必要ですので、特に冬場の利用は温度管理が難

しい面もありますが、今後も利用者の安全に配慮しながら、適切な施設管理に努めてまいりますので、御

理解を頂きたいと存じます。 

○議長（坂田秀昭君）８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）数年前、パネル温水用のパネル工事やったりしていたと記憶しているんですが、根

本的に暖房の室内を暖める方法がちょっと変えた方がいいんじゃないかという話も出ているんですが、何

かそういう考えはございませんか。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 加藤教育長。 

○教育長（加藤友幸君）トレーニングセンターはスポーツ施設でございますので、特に冬季について最初

に使い始めっていうのは、なかなか温度が暖まりにくいという部分がまずあるわけですが、競技者が運動

を開始すると暑いという部分は当然ありますけれども、その体を動かさない指導者ですとか観覧者にとっ

ては、やはり冬季は寒いっていうふうに感じるんだろうと思います。それは温度だとか、個人差によって、

冬季は特に上着を着用するとか、そういった部分でそれぞれ感じ方はまず違うんだろうという部分はござ

います。 

 議員今おっしゃった、根本的な内部のパネルの関係ですが、今回先ほど申し上げた熱交換器とそれから

洗浄によって、それでも温度は上がりにくいということであれば、内部のパネル工事だとかという部分を

していかなければならないかなというふうには思っております。現在、業者においてその辺も含めて調査

中でございますので、必要に応じて今後対応してまいりたいと思いますので、御理解を頂きたいと思いま

す。 

○議長（坂田秀昭君）８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）小清水に来てあそこは寒いからって、もう諦めている他の町村の人がいることが間

違いないので、その辺もやっぱ改善していただければと願っております。 

 続きまして、次の質問に入りたいと思います。 

 パワーハラスメント等に係る対策ですが、最近、ほかの自治体においてもハラスメントに関わる問題が

生じていますが、本町役場内でのパワーハラスメント等に対する調査、チェック体制についてお伺いしま

す。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 御質問にありますパワハラと言われるパワーハラスメントは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位

や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えた
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り職場環境を悪化させる行為とされております。このほか、ハラスメントにはセクシャルハラスメント、

マタニティーハラスメントなど様々な種類がありますが、職員の相談窓口となる総務課には、これまでハ

ラスメントに関する相談や通報を受けた事例はございません。 

 パワハラは、組織で業務執行を行う際に、自分の能力と同等のことを相手に要求してしまうような言葉

が、結果的にパワハラになっていることに気づかないこともあると考えますが、怒ると叱るの違いをはき

違えて指導するのではなく、常に愛情を持っての対応やその後のフォローの大切さを職員が強く認識する

必要があり、倫理の欠如は他者の人権や人格を十分に尊重しないことにもつながり、そのことがハラスメ

ントの要因となる可能性がありますので、徹底した防止を図るとともに、職員同士がお互いに人格を尊重

し、信頼し合うことで良好な職場環境の維持・向上に取り組むことが基本であると考えております。 

 ハラスメントは職員の人権、働く権限を侵害し、職員の能力発揮を妨げるばかりではなく、職場環境を

悪化させ業務の円滑な遂行を阻害することにもつながりますので、相手の尊厳を傷つける重要な問題とな

らないように、例年実施しております職員のメンタルヘルスチェックの分析により、職員の心の健康状態

に対する目配りや人事評価制度による個人面談を通じ、管理職と課内職員が共通目標を共有するコミュニ

ケーションを図り、また、職場全体でハラスメントを発生させないよう研修会を実施するなど、職員同士

がお互いに相談しやすく、働きやすい職場環境を構築させていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）８番。個人的な話ですが、自分も後継者を迎え一緒に仕事をして、言葉遣い、怒り

を抑えたり、いろいろことは今の現代、１０年、２０年前とは違う環境になっているのかなと自分でも肌

で感じています。今の答弁で、役場内で、そういった確認組織はないのか再度確認したいんですけど、お

願いします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）確認組織というものは現在ございません。 

○議長（坂田秀昭君）８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）調査などを見ているのは誰なのか、ちょっと分からないんですけれども、確認組織

等をつくる考えもないのか、再度お願いします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）先ほどの答弁の中で、メンタルヘルスチェック等々、これ業者さんに委託をしなが

らやっているわけですが、かなりの分析結果が出てきています。ある程度その数字を見れば、この方は仕

事にちょっと疲れているんだとか、そういう部分まで見て取れるような分析になっていますので、そこを

今、現在は総務課のほうで把握をしながら、所管の課長職等々と連携を取りながらそれに対応していると

いうことでございます。先ほど申し上げましたが、パワハラと言われるものは職場にはないというふうに

思っておりますが、これはいつどこで、隠れている場合もありますので、そこはしっかり、今、定例的に

月１回課長等会議を開催しておりますが、常に信頼関係を築くようにというようなことで、それぞれ職員

にお話をし、それぞれ課内会議等をやっていただいていますので、そういうようなことを徹底しながら、

ハラスメントがない職場にしっかり取り組んでいきたいと思っておりますので、現状においては、そうい

う組織については設置する考えを持っておりません。 

 ただし、今後必要な場合については、やはり、そういう組織立てをしてしっかりやらなきゃいけないと

きも来るかもしれませんけれども、現状としてはそういう組織を立ち上げなくても、今の組織の中でやっ

ていけるんではないかというふうに判断をしております。 

○議長（坂田秀昭君）８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）８番。移住・定住を考える町になってきているので、住民だけじゃなく、小清水の

役場に就職したいなという思いができるような情報を発信していただければ、小清水町民としてもうれし

いと思います。 
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 続きまして、最後の質問ですが、新型コロナ感染者の対応についてお伺いしたいと思います。 

 新型コロナ感染者が役場などで発生した場合の対応は、前回質問させていただきました。町内で発生し

た感染症も拡大することなく無事終息したようですが、今後も感染者が発生する可能性があると思います。

感染した親が自宅療養となった場合、濃厚接触者となった子供のお世話や、家庭内で感染拡大させないた

めにはどのような対応をお考えなのかお伺いします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 新型コロナウイルスのワクチン接種率は８５％を超えたところでありますが、感染を完全に抑える状況

にはありません。新たな変異株に置き換わって以降、家庭内感染が大きく増加している状況にもあるよう

で、一つ屋根の下で生活する以上、動線を分けたり最大限に気を配って生活したとしても、家庭内感染を

完全に防ぐことは容易なことではないと考えております。 

 御質問のようなケースへの対応でございますが、以前にも申し上げましたとおり、感染者の情報は、基

本的に保健所から市町村に対して報告義務はなく、個人情報保護からも詳しい情報は届きません。特に濃

厚接触者を把握することは困難でありますので、現状では、保健所によって濃厚接触者を含む自宅療養者

の健康観察や生活支援、状況によっては、宿泊療養施設のあっせんや手配などが行われているのが実態で

あります。 

 網走保健所の対応では、親の感染で子供が濃厚接触者となったケースの場合、基本的には、子供を配偶

者や親族等に預け、親には入院してもらうよう対応しておりますが、感染を預け先に広げたくないという

思いや、御自分が子供の世話をしなければならないという責任感から、親の選択で入院を避けるケースが

多いと伺っております。 

 ただし、自宅療養中に病状が悪化して入院あるいは宿泊療養となる場合には、改めて親族などへの子の

預け先を検討してもらうことになりますが、預け先がなければ、子供も一緒に入院等が可能な施設の手配

が行われる対応であると確認をしてございます。いずれにしましても、個人情報が共有できない現行にお

いては、基本的には保健所が直接対応する状況に変わりはございませんので、御理解をお願いいたします。 

○議長（坂田秀昭君）８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）８番。保健所対応っていうのもとても理解しております。いろいろな方々の流れを

見ていると、どうしても町とかは管轄外といえば管轄外なのかなと思っていますが、独り親や親族が近く

にいない場合、小清水町での対応というのは何かお考えなのか、最後にお伺いします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 保健所さんのほうからの報告義務はないので、どちらかというと今までの例を見ても町民の皆様のほう

が情報が早いというのが残念ながら現状でございます。 

 ただし、情報は少なからず入ってきますので、そこで町の対応としては、まずは保健所さんの対応を注

視しつつ、連携すべきことはしっかりやるということでございます。本町については今のところ３名の感

染者でありますけれども、近隣市町の感染者が多いところについては、やはり保健所さんと一緒になって

ＰＣＲ検査を実施したりとか、ドライブスルーの検査をしたりだとか、あと濃厚接触者の関係であるとか、

先ほど議員がおっしゃられた子供の関係であるとかですね。独り親の方もそうだと思いますけれども、そ

ういう対応は保健所さんと町のほうでしっかり連携してやられているということでございますので、具体

的な例は申し上げられませんが、小清水町の考え方としても、保健所さんの指導に基づいて、そこはしっ

かりと町民の皆様が困らないように、しっかり回復に向かうような形で連携をしていきたいと思っており

ますので、御理解頂ければと思っております。 

○議長（坂田秀昭君）これにて、更科浩司議員の質問は終了いたします。 

 続いて、６番、工藤孝一議員。 

○６番（工藤孝一君）６番。さきに通告してございます３点について質問させていただきます。 
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 １点目であります。 

 国営畑地帯総合土地改良パイロット事業の成果と今後についてであります。 

 本町農業の生産性向上に多大な成果を上げた国営畑総事業ではありますが、今後について２点質問いた

します。 

 １つ目、農業水利施設の増設について、本年６月、７月は過去に経験したことがない干ばつ・高温とな

り、青果物には品質と収量の低下が見られます。 

 取出し給水栓等のかんがい設備の増設について、水利権のない農業者を含めて意向調査を実施するべき

と思いますが、所見を伺います。 

 併せて２点目に、農地造成かつ区画整理に係る排水対策についてです。 

 集中豪雨や融雪時期の降雨により、農地のり面、取付道路の決壊が各地区で発生しております。排水対

策を地域協議で進めることが求められますが、所見をお伺いいたします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 １点目の給水栓等の増設についてでございますが、議員がおっしゃるとおり、水利権のない農業者は、

多目的給水栓をはじめ水利施設の使用はできません。これは、供用開始前に生産者に必要か必要でないか

を聞いた上で、必要な生産者は、応分の御負担を頂き国より水利権を得たものでありますので、途中から

水利権を分けることは困難であると思われます。 

 当初のダム設計では、１市４町の給水範囲内の耕作地を対象に貯水能力等を検討したとも聞いておりま

すが、最終的に末端までの管路や流水量は、受益地の面積で計算され設計されております。また、それら

受益面積等を基に１市４町の負担金額も計算されていることから、そもそも途中参入は認められないもの

と解しております。 

 ただし、設置されてからかなりの年数も経過しており、当時と営農者も代わっていたり、気象環境も変

化していることから、国土交通省網走開発建設部を通じて、今後の水利権の取得や譲与の考え方について、

見直しを検討されるよう要請はしております。 

 このようなことから、現在水利権を新たに取得することは難しい状態で意向調査をすることは、あらぬ

期待をかけかねないことにもなりますので、実施する考えはございませんが、水利施設の将来を見据え、

１市４町において協議してまいりたいと考えております。 

 ２つ目の排水対策についてでございますが、被害の多くは低地で発生しておりますが、水の流末処理問

題は低地側のみの問題ではなく、地域全体の問題であると考えております。表面水を吸収可能な沈砂池等

を高地側の圃場に設置し、自己圃場内で雨水や融雪水を処理できれば、低地の被害は最小限にとどめるこ

とが可能であると考えられます。 

 現在町で活用しております地図情報システムでは、立体座標や過去の被害地の実態を落とし込み、集中

豪雨などによる流水被害が、時間の経過によりどのように変化していくのかをシミュレーションできるプ

ログラム開発を検討しております。今後このシステムにより、町内全域において情報活用が可能となりま

した際には、被害を最小限に抑えられるような具体的な排水対策やその必要性について、可視化できるも

のを考えておりますので、それらデータを基に地域協議等で御説明できる機会を設けたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）６番、工藤孝一議員。 

○６番（工藤孝一君）農業水利施設の増設については、農業者、水利権のない農業者も含めての意向調査

は実施するつもりはないという御答弁でありましたが、現在、水利権を持っている農地はたしか８千ヘク

タール前後だと思うんですけれども、水利権のある面積で、その水利権を持っている方たちの中でも、

１栓から３栓の給水栓を設置していますが、１栓の町道を挟んで反対側にもう１個給水栓を増やしたいと

か、そういう今年の気象を鑑みてそういう希望をする方は小清水はもちろんのこと、近隣町村もそういう

ふうな思いを持っている農業者は結構いると思います。そういう意味で今後関係機関とも協議を進めて、
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水利権者である国に対して、どういう積上げをすることができるのか、進めるべきではないかと思います。 

 ２番目の情報システム、排水対策として新たな情報システムを構築して、そのデータをもって地域で協

議を進めたいということでありますが、畑総事業では１千ヘクタールを超える事業を農地造成と区画併せ

てやったわけですが、それとは別に道営事業も含めて多くの農地が造成されている中で、国営事業では当

初は整地畑に農地造成の畑に二、三年は、造成した土壌が落ち着くまでの二、三年の間のための沈砂池と

いうのは設置した経過があるっていうふうに聞いています。永続的な沈砂池というのは、当初から設置す

るっていう図面上、構造には設計図にはなかったわけであります。そういった意味でぜひ合意形成をして

いただきたいと思います。水利増設の問題も排水対策も地域の合意形成が極めて大事であると思いますの

で、そのことを改めて指摘して次の質問に移らさせていただきます。 

 ２点目でありますが、増えるエゾシカ減るハンター対策についてであります。 

 さきに質問された鬼塚議員の項目と重複しますことをお許し頂きたいと思います。 

 北海道では東部地域を中心にエゾシカが爆発的に増え、１９９０年代から年間数十億円の農林業被害や

交通事故が発生し、社会問題となっています。 

 これを受けて北海道は２０１２年３月エゾシカ捕獲管理計画を策定し、フィードバック管理手法による

科学的管理を開始しました。しかし、有害駆除はいまだに目標水準には達していません。 

 本町の農作物被害額は７,４００万を超えています。生産者が自ら行う電牧柵・金網ネット柵資材への

助成措置と、抜本的対策として狩猟や囲い込みわなによって個体数管理を行い、狩猟技術を蓄積し、初心

者ハンターの育成を行うことを目的に、猟区管理協会を設立すべきと思いますが、所見を伺います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えします。 

 鳥獣被害防止対策につきましては、先ほどの御質問でもお答えしたとおり、これまで実施している対策

に加えまして、大規模捕獲の計画や生産者の負担軽減につながる対策を検討してございます。また、御質

問にある初心者ハンターの育成につきましては、既に猟友会小清水支部に対して、射撃場使用料を助成し、

射撃技術の向上を図るなど、交付金事業によってハンター育成を猟友会に担っていただいております。 

 本町内で確認されているエゾシカは、冬期間は弟子屈町側で生息し、春の融雪期に河川や積雪により越

えやすくなったシカ侵入防止柵を抜けて町内へと移動し、また積雪期の餌がなくなる１２月上旬頃には弟

子屈町側に移動する生活をしていると考えられております。 

 議員が言われる、エゾシカを地域資源として位置づけ、地域内猟区で個体数管理、狩猟技術の蓄積、ハ

ンターの育成などを行う猟区管理組合につきましては、エゾシカの移動実態が近隣の多くの圏域をまたぐ

広範囲な生息域であり、入林制限を受ける国有林を多く含むことからも、地域内のみの猟区において実践

することは困難であると考えられますので、設立は考えていないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）６番、工藤孝一議員。 

○６番（工藤孝一君）６番。冒頭に鬼塚議員との質疑の中で５者協議で支援についても協議を重ねていく

ということで、この助成の問題が１点あると思うんですが、そして２点目には、今、町長がこの管理協会、

猟区協会については行う考えはないっていう御答弁がありました。この２点について再質問させてもらい

ます。 

 １点目の助成措置の問題では、生産者の行う電牧柵や金網柵のそのほかに３つ取り組んでいただくべき

ことがあるんじゃないかという提案したいと思うんですが、１点目には見回り作業の軽減、くくりわなは

見回りがつきまといます。見回り作業軽減のためのＩＣＴくくりわなを使用した捕獲通報システムの導入

に予算を回してほしいということであります。 

 ２つ目に猟銃を使わない、銃を使わない捕獲した後の鹿を仕留めることなんですが、猟銃を使わない電

気止めさし機の利用ですが、電気止めさし機を適切に使用した場合は、２０ないし３０ワットで数秒の通

電により絶命が可能となります。その場合、肉質への影響はほとんどなく、安全性から見ても暴れる時間

がほとんどなく、見た目も苦しい様子が見られることがありません。狩猟従事者の精神面の負担軽減につ
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ながることになっています。 

 そして、３つ目の措置の提案ですが、ハンター育成費の問題です。ハンター資格を取る法律で定められ

た法定費用に、村によっては１０万円を限度として助成している村もあります。こういった生産者自ら行

う電牧柵等のほかに、こういったくくりわなの２つの取組、あとハンター育成の資格取得、この点につい

ても、ぜひ見解を伺いたいと思います。 

 併せて、猟区管理協会ですが、猟区を管理している町村は、オホーツクでは西興部と、管内ではそこし

かないですが。それと、空知方面の管理している占冠村、国有林に囲まれているのは占冠村であります。

そこでは、野生鳥獣専門員を役場に配置しています。鳥獣の調査・研究、地域での合意形成に努めて、特

に猟区管理の問題では、時間をかけて議論して、役場だけでなくて、腰を据えて被害状況等を町民に広く

認識してもらう努力が大事です。 

 林業従事者との信頼関係、これは、いろいろ入林する場合のトラブルになると思うんですが、こういっ

た林業従事者との信頼関係を築くことにも努力しているというふうにおっしゃっていました。ハードルが、

この小清水にとっては高いというより、喫緊の課題と捉えるべきではないでしょうかというふうに言って

おられました。 

 この問題は、非常に管理に手間がかかるが、長い目で見て取り組む方向で考えるべきではないだろうか

と、再度、見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 助成、支援の関係でありますけれども、最初の質問のときにもお答えいたしましたが、農家さんの受益

者負担は伴うと思いますけれども、農協さんと町と残りについては、例えば折半するなり、そのような形

で極力負担を減らしたいというふうに考えていますので、それについては、令和４年度からできれば予算

措置をしていきたいというふうに考えてございますので、継続的に、そこは関係者と協議をしていきます。 

 先ほどありましたＩＣＴのわなの関係であるとか電気止めさし機等々、ハンターの育成費等々あります

けれども、まずは猟友会さんのほうと、そこについてはいろいろと協議をしていきたいと思っております。 

 で、その育成費等々も以前猟友会の代表の方ともお話しした経過ございますが、猟友会さん、猟友

「会」となっていますけど、基本的には皆さん、自己防衛でそれぞれハンターやられているんですよね。

自分の畑を守るためにと。俺らはそうなんだぞと。基本的にはそうなんですということです。ただし、や

はり全体的な管理もお願いするという部分で、猟友会という形を担っていただいていますけれども、やは

り猟友会さんの御意見は貴重なものでありますので、今、議員から頂いた３つの御提案がありますけれど

も、それらも──これ決してお金の問題ではないと思っています。お金がかかるからというふうに私は決

して思っておりません。実際に大きなわなを買っても実際に管理できるのかどうなのかということです。

できますかということなんです。だから、その辺を、できないものを購入しても仕方ないわけであります

ので、そこはしっかり猟友会さんと意見交換をしながらやっていきたいというふうに考えてございます。 

 あと、猟区管理協会の関係でありますけれども、１回目の答弁で申し上げたとおりでありますけれども、

広く関係団体と協議をしながら進めるという部分では、その個々の境界にこだわらず、私としては、先ほ

ど申し上げた５者の協議機関もありますので、そういうような形でしっかりやっていきたいと思っており

ます。 

 そういう、管内では西興部村さんがやられているというふうにお聞きしておりますので、そのような取

組も西興部村さんと意見交換もしながら、本町のほうで取り入れるものがあれば取り入れていきたいとい

うふうに思っておりますので、そこは時間をかけながらしっかりと取り組んでいきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）６番、工藤孝一議員。 

○６番（工藤孝一君）それぞれ時間をかけながら令和４年から取り組むのは取り組むということでありま

す。 

 この猟区の問題は、引き続き、ぜひ検討課題としていただきたいということと、併せて、先ほど例に出
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した村は、職員の方がたまたまハンターの資格を持っているということもあります。できるならば、役場

職員の方、あるいは関係機関である農協職員の方も含めて、ハンター資格を取りたいという方が猟友会に

加盟されることを希望して、この問題は質問終わりたいと思います。 

 次に、通告してございます３点目の児童生徒の生理の貧困についてです。 

 コロナ禍で民間の労働者をはじめ非正規労働者などは、賃金が減少して暮らしが大変になってきている

状況は、報道などでも明らかになっています。今年３月４日の「おはよう日本」で学生の５人に１人が生

理用品の入手に苦労しているなど、日本で生理の貧困が広がっていることが報道されていました。 

 トイレットペーパーがあるように生理用品もと、全国各地で小中学校の女子用トイレに生理用品を備え

ている学校が増えてきていますが、本町でも対応が求められるのではないか、見解を伺います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 加藤教育長。 

○教育長（加藤友幸君）お答えをいたします。 

 生理用品を学校のトイレに常設してはどうかという御質問かと思いますが、町内の小中学校においては、

以前から保健室に予備の生理用品を用意してございます。 

 保健室での配布につきましては、本当に必要とする児童生徒が確実に受け取れることができるほか、養

護教諭を通じて、その児童生徒の家庭環境や心身の状態を把握することができますことから、学校が児童

生徒に必要に応じた支援を行っていく上で非常に大きなメリットがございます。 

 ただ、議員がおっしゃるとおり、生理用品をトイレに備えている学校が全国的に増えてきていることは

承知しておりますので、現行の体制を継続しながら、小中学校や関係機関と協議の上、配布方法や配布場

所について、どのような形の対応が望ましいのか検討してまいりますので、御理解を頂きたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）６番、工藤孝一議員。 

○６番（工藤孝一君）小中学校とも協議をして、検討してまいりたいという答弁ですが、実施されている

町村では、用品の調達先を、防災備蓄品を回して使うとか、そういうところが多いというふうに伺ってい

ます。 

 そして、新たに予備費を含めて予算措置をする、内閣府でのアンケート調査では、若干古いですけれど

も、６月の時点ではたしか２５５自治体が実施されていると思いますが、そういう防災備品の調達も含め

てぜひ取り組んでいただきたい。再度御見解を伺います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 加藤教育長。 

○教育長（加藤友幸君）防災備蓄、提供先のお話かと思いますが、地方公共団体を置いているところにつ

いては防災備蓄ということですから、これに関しては、公共施設全体の話ということになろうかと思いま

す。 

 議員がおっしゃった「おはよう日本」はＮＨＫの報道番組で、コロナ禍において親の仕送りが減ったり、

アルバイトができなくなったり、毎月の生活費が減った大学生や専門学校生が生理用品の代替物を使用し

たり、使用を控えたりしているという実情から、生理の貧困として取り上げられたものと承知をしており

ます。 

 義務教育下における小中学校の児童生徒に、同じく、このことが起因するものとして捉えることはいか

がなものかと思いますが、家庭環境によっては、生理の貧困と言える状況は考えられるのかなというふう

に思います。 

 先ほど、議員おっしゃった内閣府の調査、男女共同参画局が行っておりますが、本年７月２日現在では、

取組をした、または検討しているという地方公共団体が５８１団体ございます。昨年５月時点の１回目の

調査では２５５団体ですので、３２６団体増加をしております。北海道では、全国的な都道府県の割合と

しては４％、１１団体ということでございます。 

 生理用品提供の工夫としては、公共施設や学校のトイレに備えて自由に受け取れると、それから意思表

示もカードを提示したり、指差しすることで、声に出さなくても受け取れることができるように配慮をし

ている。それから、先ほどもお話ししましたが、児童・生徒が抱える不安や悩みを養護教諭等に相談でき
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る機会となるように、今、保健室で生理用品を提供していると。 

 教育現場に限っての捉え方ですが、どこで配布するのかというのが一番の問題かと思います。誰もがた

めらわずに生理用品を手に入れられる体制が大切であると。それから、経済的な事情で入手できないと、

そういった子供に優先的に届ける必要があると。 

 それで、京都府の例を取りますと、京都府内の市町村全部、全て保健室の提供をしているようでござい

ます。その理由として、経済的貧困というのは経済的な事由によるので、生理用品を入手できない児童生

徒への対策だということで、トイレに置くと誰もが使用できることになるので、保健室に備えている。そ

れから、繰り返しになりますが、経済的な問題という部分で捉えると、誰もが使うことができるので、そ

れは生理の貧困には該当しないという考え方。それと、トイレットペーパー、今、日本の現状でトイレッ

トペーパーと同じような考えで、生理用品を置くというのはいかがなものかと。もし置くとすれば、公費

で置くわけですので、全市的な議論が必要だろうと。そういった事情で保健室に置いてあると。 

 ただ、議員おっしゃるとおり、東京都等では、やはり、子供たちが羞恥心などで言えないという部分に

配慮して、トイレに置いているという部分があります。で、そういった自治体も増えていることは確かで

ございます。 

 で、小中学校の児童生徒というのは思春期にございますので、心も体も本当に大変なデリケートな時期

にあります。繰り返しになりますけども、学校現場等々と協議しながら検討してまいりたいと思います。 

 配置するということになれば、予算の措置も必要でございますので、町とも協議した中で検討したいと

思いますので、御理解を頂きたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）６番、工藤孝一議員。 

○６番（工藤孝一君）６番。今、教育長が経済的理由であれば違うんじゃないのかと、誰でもが使うとい

うことと経済的理由にということは整合性がないという意味だと思うんですが、最後におっしゃられた、

子供たちが声に出さなくても済む、見えないところでも使用することができる、この生理の貧困の問題は、

僕自身も前から聞いてはいましたけども、なかなかこの問題で質問していいのかどうか、私自身、生理の

問題というのは女性特有だし、公の場で議論するべきことじゃないなと、当初、考えていましたけれども、

しかし、男性中心の中でといいますか、そういう中で女性のそういった声なき声も反映することができる

ような、そういう教育環境であってほしいと思います。その点を指摘して私の一般質問は終了いたします。 

○議長（坂田秀昭君）これにて、工藤孝一議員の質問は終了いたします。 

 続いて、９番、木戸寛治議員。 

○９番（木戸寛治君）９番。私は２つ通告をさせていただきました。 

 まず１つ目は、町へ新たな移住者を迎える取組について、もう一つは、空き家対策についてであります。 

 まず初めに、町長は今の新庁舎建設に当たって、含めて市街地へのにぎわいを求めて、浜小清水のモン

ベルをはじめ、多くの観光客が寄るところから、数％でもいいから町のほうに流れてもらいたい、それを

もってにぎわいの増加を模索しているというふうなお話をされておりました。 

 今現在、このコロナ禍ですので、なかなか想定どおりにはいっていないと思うんですが、その観光客の

方々だけではなく、先ほどありました新規就農のことも含め、本町へ移住を基にというか、観光ではなく

て小清水に住みたいという人にどのような足がかりを感じてもらえるような、少し先の部分を含めて、ど

ういう施策を考えておられるのか、改めてお聞きします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 初めに、移住・定住対策について、私の考え方を申し上げます。 

 冒頭、２期目に当たる町政の基本的な考え方を述べさせていただきましたが、移住・定住対策において

は、現在、本町にお住まいの町民の皆さんが、住み続けられるまちと思っていただける定住対策と、これ

らを実践することによって、町外の方から住みたいまちと思っていただけるまちづくりを包括的に進めて

いく必要があると考えております。 

 住み続けたいまち、住みたいまちというのは、世代や性別によって、その価値感が異なると思いますが、
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例えば、子育て世代では、出産祝金事業や高校生までの医療費無償化、給食費の無償化など、子育て環境

の充実を図ることで住んでよかったと思ってもらえる施策の実施を、高齢世代の方へは、温泉券の配布や

ハイヤー利用の助成などの定住施策を行っておりますが、いずれの世代にあっても、住民福祉の向上を通

じて幸せを感じ、安心して暮らせるまちづくりを推進することで、移住・定住に結びつけていきたいと考

えてございます。 

 御質問の浜小清水観光ゾーンからの市街地への誘引を移住策にどう結びつけるのかという点につきまし

て、令和５年５月に供用開始を目指す防災拠点型複合庁舎に併設するにぎわいの空間も、その対応策の一

つでございます。にぎわい空間では、多くの町民の皆さんに御利用はもとより、この機能を広く内外に向

けてＰＲすることで、観光でお越しになられる方に何とか市街地に足を運んでいただくことで、中心市街

地の活性化を目指すこと、また、小清水という名前を知ってもらうことを一義的に目標としているところ

でございますが、これらの取組が、移住希望者にとって、移住先を決定する一つのきっかけになればよい

かと考えてございます。 

 移住・定住対策につきましては、内から外の流出を防ぐ、外からの人を抱え込むための施策を複合的に

実施する必要がございまして、人口減少対策として策定をいたしました第２次小清水町まち・ひと・しご

と創生総合戦略におきましても、基幹産業であります農業者の担い手支援のほか、新規就農者へのサポー

ト、商工業では、新規起業者に対する助成事業、新たに転入される方を対象とした民間賃貸住宅家賃助成

事業、そのほか、医療福祉の充実強化など、あらゆる政策分野における施策の積み重ねにより、初めてそ

の効果が表面化するものと考えております。 

 先ほど申し上げました、複合庁舎に併設するにぎわいの空間における政策目標は、一つには観光施策で

あり、二つには商工・雇用・労働施策であり、また、移住・定住施策の一面も持つ多面的要素で構成され

る政策でございます。 

 これら各政策の実施によりまして、住み続けられる町、住みたい町の実現を図ってまいるところですが、

行政だけではこの実現は困難でありますので、町民の皆さんとともに、来町者へのおもてなしや思いやり

の意識の醸成など、ソフト面での充実も併せて行うことが、多くの人に町に足を運んでいただく、移住・

定住対策の肝であり、最も重要なことであると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）９番、木戸寛治議員。 

○９番（木戸寛治君）９番。今の答弁、とても分かりやすく感じました。 

 ただ、これまで多くの町外の人が町に移り住みながら、それでも定住するまでに至らなかった部分が何

かなと考えたときに、やはり生活するための仕事ではないのかなというふうに考えています。 

 今、町長のほうから雇用についても考えを持っていく、関係団体と協議をしていくという所存でお話が

ありましたけれども、例えば、この先、この後の補正予算の関係ありますけれども、一般の移住者の方、

プラスそれぞれ人材が不足している業種についての方へのさらなる補助ということを町は考えているんで

ありますが、それはなかなか町が直接動くというのは難しいのかなというふうに私は考えます。 

 そこで、そういう移住する人たちの職業の部分、働き先の部分を町も加わった公的な機関をつくって、

求人なり、雇用なりの調整をしていくというような考えはあるかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）移住するためには働く場がないとというのは、まさにそのとおりだと思います。 

 過去に自然体験住宅等々、中斗美地域とかでもやっていましたが、なぜ根づかないか、それは仕事がな

いからであります。まさにそのとおりだと思います。 

 で、それに加えて、先ほど私が申し上げた、いろいろな施策の組合せによって、本町が魅力があるのか、

ないのか、あと、買物ができるのか、できないのか、病院があるのか、ないのかということなんだと思い

ます。 

 で、確かに移住・定住を進めるためには、町としてもかなりの組織を動かさなきゃいけないというふう

に思っています。片手間ではできないんだろうと。ただ、そこだけに人を費やすことにはなかなかなりま
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せんので、何とかそこをうまくやるような仕組みをつくらなきゃいけないかなと思っていますが、御提案

のあった公的な機関ということでありますけれども、そこについては、具体的に言えば、例えば商工会さ

んであるとか、ＪＡさんであるとか、町として雇用労働の関係は、結構求人はあるんですよね。求人はあ

るんだけれども、なかなかマッチングがしないんだと思いますね。そういう部分が課題であると思います。

そう簡単に雇用先はできないと思っています。 

 企業誘致がかなえばいいんだと思いますが、そう簡単にはかないませんので、そこの問題意識は私も持

っておりますので、具体的な機関というのは、まだ私の頭にはありませんけれども、いずれにしましても

関係機関と、そこは結構働く場がないというのは重要なところでありますので、ちょっと検討はしてみた

いとは思っております。 

 加えて、例えば、看護師さん、介護士さんに対する家賃の助成制度、補正予算に計上させていただいて

いますが、そこは本当に事業者さんからの生の声をたくさん頂いています。実際、小清水に来たいんだけ

ど高いんだよね、だから来れないんだよねという声たくさん頂いています。そのようなことで、その辺の

支援をさせていただければ、小清水町に住んで働きますというような方もおられるということでしたので、

一定の特定業種にはなりますけれども、まずそこを始めてみたいということで、今回、補正予算に提案さ

せていただいていますので、そこについても併せて御理解頂ければなというふうに思っております。 

○議長（坂田秀昭君）９番、木戸寛治議員。 

○９番（木戸寛治君）９番。先ほど来、仕事がないという部分がネックになって、なかなか人が集まらな

いのではないかと言っておいてあれなんですが、実際、先ほど町長からありましたように、年代かかわら

ず小清水町に住んでいただけるような形も当然必要だと思います。 

 もう既に定年退職をされて、こちらに縁があって、悠々自適とは言わないまでも、特別、今、現職でお

仕事をされていない方も移住されて、小清水に住んでくれている方がいらっしゃいます。 

 先ほど、２期目の公約の中で、福祉の充実とか、公共交通の充実というお話を町長されておりました。

当然、高齢の方になれば、私たちもいずれその年になりますが、車を持たない人たちもたくさん来てもら

わなきゃなんない、そういう人が増える状況もあると思います。その中で、公共交通の中で、今はタク

シー券の配布、先ほどおっしゃいました、そのほかに、この先は町内の循環の小さなバスを予定されてい

るやにも聞いておりますが、その車両について、例えば、今、委託事業組合でもってスクールバスを運用

する予定があるのか、または社協でデイサービスや何かに使っているワゴン車、そういうものも頭の中に

あるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）公共交通ネットワークの形成は、実は、１期目から掲げておりまして、まず１期目

の対応としてはタクシー助成券を、その内容を拡充させていただいたということです。そこを拡充させて

いただき、いわゆる３００円で町内ではどこで乗ってもいいですよという制度にさせていただきました。 

 で、どのようになっていくだろうと、結論としましては、そこはありがたいんですが、要は台数が少な

いので待ち時間が多いということです。そこはなかなか解消はできないです。やっぱり網走ハイヤーさん

も経営の問題がありますので、そう台数を増やすわけにはいかないということであります。 

 ですので、じゃあどうするかと、次の段階にもう来ていると思います。そこで、先ほど議員のほうから

循環バスの、バスを循環、オンデマンドバス、デマンドいろいろありますけれども、恐らくそれを回して

も乗らないだろうというふうに思っています。やっぱり、究極はもうタクシーなんですね。ドア・ツー・

ドアです。 

 ですので、まもなく事業を使って、その公共交通の実証実験をやろうと思っています。それは、網走ハ

イヤーさんとちょっと連携を図らさせていただいて、実証でやるんですが、１０人ぐらいのハイエースぐ

らいのもので動かしてみるということを、まず、それをやりたいと思います。それで、どういうことが起

きるのかということです。 

 で、あと、仕組みをつくっていくに当たっても、地域のほうに入っていきたいと思っています。で、地

域の方はどうしたら使ってくれるかということなんです。行政が仕組み考えても、恐らく乗ってくれない
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と思っています。タクシーを乗るんであれば乗ってくれると思いますけど、行政がこのように停留所つく

って、こう動かしますから乗ってくださいと言っても、ある町でも、それ有料ですと言ったら有料のとき

乗らないです。土日はただですと言ったらただで乗るわけですよ。だから、そういう仕組みには恐らくな

らないんだろうと思っています。 

 で、近隣市町もいろいろ実証をやっていますが、本町も間もなく事業採択になれば、実証実験をやって

実際に地域に入って、地域の特に高齢者の皆様がどういう要望をお持ちなのか聞いて、それに極力合うネ

ットワークをつくりたいと思います。全部賄えるかはちょっとなかなか難しい状況だと思いますが、一応

そのような形で、まず実証を取り組んで、皆さんの意見を聞きながら対応してまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（坂田秀昭君）９番、木戸寛治議員。 

○９番（木戸寛治君）９番。様々な施策を用意されているということで、期待しております。 

 ２つ目の質問に移らさせていただきます。 

 空き家対策についてです。空き家対策については、もうずっと前から町の懸案事項かなというふうに思

っています。総務課長のほうからも、所有者との連絡は、ほぼ９割９分取れていますという話も聞いてい

ます。 

 ただ、空き家バンクの動き自体がなかなか目に見えないというか、そんなに簡単に物は動かないんだな

というのは実感しているところなんですが、より一層踏み込んだ施策構想をお持ちなのかどうかをお聞き

したいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 空き家の所有者の把握状況につきましては、平成３０年度の空家等対策計画策定時の調査によりまして、

空き家または土地の所有者を把握しております。その後、調査により、最も悪いランクであった特定空家

の候補となる可能性の高い空き家を中心に、北海道のガイドラインに基づき策定をした特定空家判断基準

によりまして、特定空家となる可能性があるかについて調査を行うなど、今現在、台帳等の整理を進めて

おります。 

 次に、空き家バンク制度の運用状況についてでございますが、令和元年からの累計登録件数は７件、売

買などに至った件数は４件となっており、一定程度は空き家の流通が促されたと考えております。解体・

改修費補助の件数につきましては、解体が１６件、改修は２件となっており、今年度は、それ以外にも解

体補助等についての相談件数が非常に増加しております。 

 このように空き家対策事業は、その認知も広がり、一定の効果を見せていると判断しておりますが、い

ずれの対策も個人所有の財産の処分・売却等に関係するものが多く、町が積極的に対策を講じられる施策

は多くはありません。 

 今後も引き続き、空き家バンク、改修・解体補助制度について広く周知することにより、管理不全な空

き家を減らすことに努めてまいりたいと考えております。 

○議長（坂田秀昭君）９番、木戸寛治議員。 

○９番（木戸寛治君）９番。今ありました、家屋の解体等について補助金が最高５０万円ということで、

相当件数相談があって、実際に終わっているというお話でありました。それでも、まだ残っている物件は

当然のごとくありまして、その中には、連絡先があっても管理する人がいないために草だらけになってい

るとか、子供たちも通るような通学路に面していているところでも、数多く危険箇所が多分あるんじゃな

いかなというふうに思います。 

 町が固有財産に手を出すのは難しいというのは、十分分かっている話なんですが、現在、庁職員住宅を

建てるための補助金を使って、この後建つという場所も僕も見ましたけども、こういうその民間で建てて

いただいている役場職員の住宅を造るのもいいと思います。 

 で、私思うのは、町は手を出せないとおっしゃっていますけども、個人の物でも壊してしまってもらい

たい人はたくさんいると思うんです。そこは、いろいろ差が出てしまうので難しいというふうにも聞きま
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した。ただ、考え方の一つとして、町が直接手を出せないんだったら──ここでまた言ったら変ですけど、

公的な機関があれば、第三者的な機関があれば、そこで集約をして、例えば町有地にして、町有地として

売り出すということはどうなのかなと。結局、家賃補助をしたり、建設に１千万円の予算を見たりしてい

ますが、やはり家賃が高いと。家賃が高い、じゃあその家賃を払うんであれば自分で建てたいなという気

持ちになっても、便利なところに土地がないと、そこをうまくマッチングできるところがあればいいのか

なと。解体、今、当然持ち主は手出しをしなきゃいけないと思いますけども、そこを町として分譲するよ

うな形に持っていけないのだろうかと。 

 で、たくさんの町有地がありますと、これも総務課長がこの間報告がありまして、１００筆以上町の中

には空いているところがあります。ただ、家を建てるような場所ではないのがほとんどというふうな話も

聞きます。であれば、長期に住んでいただく方、例えば若い方をターゲットにするんであれば、こういう

土地がありますというふうな触れ込みも、もしかしたら魅力の一つになるんではないかなと。今年、来年

の話ではないと思うんですが、そういう考えもひとつ持っていただけたらいいと思うんですけが、いかが

でしょうか。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 議員もお分かりのとおりだと思いますが、すぐどうのこうのというのはなかなか難しい問題であります。

あくまでも個人の財産でありますので、町の及ぶ権限というのも限られていると。ただし、そういいなが

らも、危険な家屋というのはありまして、今、１回目の答弁で申し上げましたが、特定空家というものを

認定といいますか、それを進めているところでございます。 

 で、究極でございますが、市街地の空き店舗等々も含めて、究極な考え方としては、町が買って、壊し

て、貸すということです。まさにそのとおりだと思います。それをやはりお付き合いのある東川町さんと

か、すごく町並みが──そういう移住・定住するために若者がお店をやりに来たりとか、あれも手法の一

つとしては、町がそういういい部分を買って、壊して、貸すんですね。そういうやり方だと思っています。

それは、小清水町市街地もそうですし、浜小清水もそうですし、もしそういう土地があるんであれば、究

極はそうだと思います。 

 ただし、そのどこからやっていくかという部分がありますよね。それをやっているならうちもやってく

れやと、そうなるとなかなか行政としても対応し切れないんですよ。じゃあ、うちも、うちもと、じゃあ、

それまで待っているということになってしまうので、そこはなかなか判断としては難しいです。そういう

ことをもし手がけるんであれば、その町並み計画ではないんですけれども、しっかりしたものをつくって

議論を頂いて、町民の皆さんに御理解を頂いた上で、町はそういうことをやっていきますということにし

ないと、ちょっと収拾がつかないと思っていますので、そういうことも含めて、ちょっと時間をかけて検

討させていただきます。 

○議長（坂田秀昭君）９番、木戸寛治議員。 

○９番（木戸寛治君）９番。たしかに、先が見えなさ過ぎの質問で大変申し訳ありませんでした。 

 今、町が壊して貸すというお話でしたけれども、できれば買ってもらって固定資産税払っていただくよ

うな形にしたほうが町としてはいいのかなと。うちも、うちもというふうに手が挙がるんであれば、年間

何か所に限るとか、そういう制約もつけて、この先、無事進めていけたら、もしかしたら町並みも整備さ

れるんではないかなというふうに思います。今後の町政に大変期待しております。 

 以上で、質問を終わります。 

○議長（坂田秀昭君）ここで、昼食のために暫時休憩いたします。 

 

                   休憩 午前１１時５０分 

                   再開 午後 ０時５５分 

 

○議長（坂田秀昭君）それでは、休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 
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 一般質問を行います。 

 ７番、佐藤智議員。 

○７番（佐藤智君）７番。質問に先立ちまして、昨日のひょう被害に被災された農家の皆様にお見舞いを

申し上げます。 

 では、さきに通告してございます幼保連携型認定こども園の教育・保育理念及び正職員等の人員規模に

ついて質問させていただきます。 

 乳幼児期の教育及び保育は、人格形成の基礎を培う重要な役割を担っているものであると考えます。公

立幼保連携型認定こども園の教育・保育理念についてお伺いいたします。 

 また、その専門性から、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取得していることが求められることから、

正職員の人数を増やし、心身ともに健康で、情操豊かな子供を育成できるよう、最大限の人材確保が望ま

しいと思われます。 

 今後の正職員の人数等、どのようにするか、町長の御所見をお伺いいたします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 幼児教育及び保育につきましては、子ども・子育て支援制度の目的であります、全ての子供に良質な育

成環境を保障し、一人一人の子供が健やかに成長する社会の実現の柱の一つの教育・保育の質的改善の下

に、町立保育所の老朽化への対応と多様なニーズにお応えし、今後の小清水町の子供たちに良質な幼児教

育と安心な保育を提供することを目的として、幼保連携型認定こども園の開園を目指しております。 

 議員の御質問のとおり、幼保連携型の認定こども園は、教育と保育の機能を併せ持つ施設となり、総合

かつ一元的な教育や保育、子育て支援サービスの提供から、幼稚園教諭免許と保育士の資格を併せ持つ保

育教諭の配置が必要になります。現在、策定を進めております認定こども園基本構想では、３歳以上児の

教育のための学級編制や、専任の主幹保育教諭、指導保育教諭の配置などをはじめとする必要な検討項目

を整理しておりまして、今後、子ども・子育て会議で見識や意見を伺いながら、認可基準に基づくその在

り方について明らかにしていくこととしております。 

 施設の規模に応じ、当然ながら責任ある地位には正職員を配置しなければなりませんので、認可基準を

満たす人員配置を十分検討し、処遇改善も含め、人材確保に努め、子供たちに良質な幼児教育と安心な保

育が提供できる認定こども園の開園を目指してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（坂田秀昭君）７番、佐藤智議員。 

○７番（佐藤智君）７番。まず、認定こども園の保育教諭の資格要件の緩和する特例についてですが、令

和６年度末までの５年間延長となっていますが、その後、この保育教諭を継続して雇用するに当たって、

ある程度の資格を有するたびに、補助金等のそういうものはあるのかどうか、その辺をお伺いしたいと思

います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）補助金等はないというふうに承知をしております。 

○議長（坂田秀昭君）７番、佐藤智議員。 

○７番（佐藤智君）７番。令和２年度予算においては、教育支援体制整備事業交付金１０億円というのが

出ておりまして、これは保育教育の確保のための幼稚園教諭免許状取得支援と、それと、あと認定こども

園等における資質の向上のための研修支援という予算が令和２年度には出ておりますけども、これは令和

３年度、今後についてこの部分があるのかどうなのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 暫時休憩いたします。 

                   休憩 午後 １時０１分 

                   再開 午後 １時０４分 
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○議長（坂田秀昭君）本会議を再開いたします。 

 答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）資格取得用の補助だというふうに認識をしておりますが、ちょっと詳細については

承知しておりません。 

○議長（坂田秀昭君）はい、７番、佐藤智議員。 

○７番（佐藤智君）はい、７番。幼保連携型こども園の保育要領を見ますと、満３歳以上の園児の教育課

程に関わる教育週数が３９週となっております。 

 どのような教育を行っていくのか、そしてまた、子育て支援センターを併設するというふうにお伺いし

ておりますので、その場合、どのような特色のあるこども園にするのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）まだ構想策定の段階でございますので、詳細については今申し上げることはできま

せんが、支援センターの併設についても、そうしたほうがいいんではないかというレベルのお話でござい

まして、具体的にどういうことによって併設するメリットがあるのかということです。恐らく併設するほ

うがいいというのは間違いないことなんですけれども、それをどのように生かして子育てをしていくかと

いう部分については、これから構想の中でいろいろ練っていきたいなというふうに考えているところでご

ざいます。 

 あと、その、３歳以上の云々という、教育の部分が入るわけでありますけれども、職員の採用に当たっ

ても、どのぐらいの人数がいるんだろうという段階で、今基本構想を練っているところでございまして、

どういう形で職員を採用していくのかというのも、これからでございます。 

 現実的には令和４年度以降の動きになるかなと思いますが、今現時点においては、正職員の保育士さん

というのは２名しかおりませんので、ほかは、会計年度任用職員、あとパート職員で賄っていますので、

そこで責任のある者については、当然、正職員化にしていきたいというふうに思っていますし、あと幼稚

園教諭がどんだけの資格をお持ちなのかというのも、今ちょっと手持ちの資料もないんですけれども、そ

れらも含めて採用については検討してまいりたいと思います。 

 いずれにしましても、開園をいつにするのかというのも、これから決めていきたいと思いますけれども、

開園時に合わせて、職員採用については先行的に行いながら万全を期していきたいなというふうに考えて

ございます。 

○議長（坂田秀昭君）はい、７番、佐藤智議員。 

○７番（佐藤智君）はい、７番。幼児教育と認定こども園につきましては、今、ＡＩ・ロボットが加速度

的に発達している中で、子供たちの１０年先、２０年先に才能豊かに元気に生き抜いていく力を育んでい

ただけるように適正な人員配置をお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（坂田秀昭君）これにて、佐藤智議員の質問は終了いたします。 

 続いて、３番、瓜田新一議員。 

○３番（瓜田新一君）はい、３番。一般質問最後になります。もう少々御辛抱ください。 

 まずもって、５月から始まったコロナワクチンの接種、それから、８月の集団接種と、医療関係者の皆

様、そして、通常業務の傍ら接種会場のスタッフとして働かれた役場職員の皆様に心から感謝を申し上げ

ます。ありがとうございました。 

 また、２期目の当選されました久保町長、おめでとうございます。コロナ禍、大変厳しい環境と思いま

すが、町の顔、リーダーとして、より一層の御活躍を祈念いたします。 

 では、質問いたします。 

 道路整備についてであります。 

 町道整備については、計画的に進められていることと思いますが、基幹産業の振興を図るためにも町道

（農道）のさらなる整備が必要と考えますが、各種補助事業等の活用も踏まえた今後の町道整備に対する

町長の考えをお聞きいたします。 
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○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）お答えいたします。 

 道路整備事業につきましては、地域の要望や現況、課題等を整理をいたしまして、事業予算確保のため、

国、道に対する事業要望により整備促進することとしております。その実施に当たっては大きな費用が生

じることから、財源の確保からも、国、道の公共事業予算の対象となる路線を中心に進めておりますが、

国、道の公共事業予算の削減等により事業採択要件が厳しさを増している状況にあります。 

 本町の道路実延長は４０４.１キロメートルに及んでおり、当面の目標を舗装率５０％とし、道路整備

を行ってきたところでありますが、現在、道営農道整備特別対策整備事業にて実施しております萱野地区

事業完了時には、舗装率５０％を超える見込みとなってございます。 

 翌年度以降も道営事業にて他地区２路線が事業化しておりますが、引き続き道路愛護推進委員などから

の地域要望を踏まえ、生活・産業道路の維持、改良をも見据えた整備の必要について検証をし、将来に大

きな負担を残さないためにも財源については、国、道の事業予算確保に努め、計画的に整備を進めてまい

りたいと考えております。 

○議長（坂田秀昭君）はい、３番、瓜田新一議員。 

○３番（瓜田新一君）３番。町長の公約の中には、具体的な項目の中でも入っております。また、第６次

総合計画においても「道路の改修・改良・舗装の促進」、また、「農村の生活環境の整備を図ることによ

り、次世代の担い手の育成・確保を推進します」とあります。 

 私は、農業の振興のためにも農道の整備は欠かせないものと考えております。そこで、持ち合わせがあ

ればでいいんですけども、先ほど言われました５０％目指すという目標は分かりましたけども、現在の達

成率というんですか、現在の舗装率、改良率、それから、５年ぐらい前の数字を持っていれば、ちょっと

教えてほしいんですけども。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）今現在は４９.８％でございます。この５年間はほぼ変わっておりません。 

○議長（坂田秀昭君）はい、３番、瓜田新一議員。 

○３番（瓜田新一君）はい、３番。先日、建設課のほうにちょっと聞いたら、０.１ポイントぐらいと聞

いていましたけども、それでいくと４００メートルあるなしかとは思うんですけども。だから、ここ５年

ぐらいは進んでない状況ですね、実際は。今現在、行われているこれを完成すると５０％は超えてくると。

これを年次計画でやっているとは言いながらも進んでない状況があります。改良工事も行われていない、

何というですかね、実態というんですか、そういうところを見ますと本当に悲惨な、春先だと普通の車で

は入ってこけないような状態がずっとここ何十年もそのままになっている状態です。過疎地域持続的発展

計画の案の中にも「生産と生活に直結する道路について、改良と舗装の整備を積極的に推進する」という

ふうになっています。これはもうやっぱり、こういうのが問題だということはつかんでいると思うんです

けども、ほかの町と比較しても意味はないとは思うんですけども、近隣でずば抜けて進んでいるとこも中

にはあります。その進んでいる状況というんですか、いろんな経緯があるとは思うんですけども、何かつ

かんでいることがあれば、ちょっと教えてほしいんですけど。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）この５年間、何もやってこなかったかというと、そうではなくて、やはり新たにや

っていくという部分もありますが、当然、維持もしていかなきゃいけないという部分では、結構な予算は

消費しているのかなというふうに考えているところでございます。 

 近隣との関係でございますが、本町は４９.８％、今現在ということでございますが、お隣の斜里町は

４４.２％、清里町が断トツで７５.３％、道路延長がうちは４０４.１キロありますが、清里町は

３０８.４キロ。１００キロメートルの違いがあるということではございます。斜里町については

４９７ですので、うちよりかさらに１００キロ多いかなという、それぞれの事情があるかなと思いますけ
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れども、一番進んでいるのは清里町かなというふうに考えてございます。 

 本町の場合、おおむね５０に近いのかなというふうに思っておりますが、御存じのとおり、１号線置き

に整備を基本としてやってきているということから、その整備がほぼ行き届いたんだろうというふうに考

えてございます。 

 これを公約では述べておりませんが、何％にまで持っていくんだということもあるんでしょうが、私と

しては、今新たな部分、当然ありますけれども、やっぱり農業機械が大型化になって、そこを解消してい

くという要望も結構出てきております。交差点であるとか、道路の幅員であるとか、それらも併せてやっ

ていかなきゃいけないというふうに思っておりますので、一定程度、道路愛護推進委員さんのほうから地

域の要望を頂いたりもしてきていますが、まだまだ、そこの委員会の機能といいますか、地域の協議だと

かそういうのがまだまだちょっとなされていない部分あるのかなと思っております。個々の要望はあるん

ですけれども、やはり地域として要望いただいたほうが本町としても進めやすい部分もありますし、加え

て、先ほどの答弁にもありますけれども、国なり道の財源がないと、道路というのはなかなか事業費的に

はかなり大きくなるもんですから、それを見据えながらということであります。今ストックしているのは

道営事業でやろうとしていますが、昔はいろんな補助金があったんですが、今、なかなか、そういう市町

村道の整備に対する補助金というのが予算額もすごく小さくなってきているもんですから、大変厳しい状

況ありますけれども。ですが、総合計画等々含めて、それやっていくというふうに言っていますので、優

先順位をしっかりしながら整備については進めていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（坂田秀昭君）はい、３番、瓜田新一議員。 

○３番（瓜田新一君）はい、３番。小清水町の基幹産業を守る上でも、それから農業者がそこで生活して

生産をしている、その条件の中で、そういう人たちを守る上でも、補助事業として取り組むに当たり、な

かなか町の意向がすんなり受け入れる面があるかとか、その辺は難しいと思いますけども、今後、１キロ

でも２キロでも改善に向けて強力に進めていってほしいと思います。 

 以上で、私終わります。 

○議長（坂田秀昭君）これにて、瓜田新一議員の質問は終了いたします。 

 以上で、通告の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

 議員の皆さんと町長は、第３会議室にお集まり願います。 

 

                   休憩 午後 １時１７分 

                   再開 午後 １時３２分 

 

○議長（坂田秀昭君）休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 

     ◎報告第４号 

○議長（坂田秀昭君）日程第９、報告第４号、小清水町一般会計継続費精算報告書についてを議題といた

します。 

 説明を求めます。 

 石丸企画財政課長。 

○企画財政課長（石丸寛之君）ただいま上程されました報告第４号、小清水町一般会計継続費精算報告書

について御説明申し上げます。 

 議案書１４ページをお願いいたします。 

 令和元年度より２か年間にわたり実施してまいりました継続費事業につきまして、令和２年度をもって

事業が完了いたしましたので、その実績につきまして精算報告書を調製したところでございます。 

 継続費事業といたしましては、６款農林水産業費１項農業費、事業名で農業振興拠点施設基本・実施設

計業務委託料につきまして、全体計画欄にあります２か年の予算総額３,５７６万５千円に対し、支出済

額が３,３８４万７千円で、その財源は国庫支出金１,５４０万円、その他特定財源は、ふるさと事業基金
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繰入金で４０１万５千円、一般財源が１,４４３万２千円で事業が完了したところでございます。 

 以上、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定に基づきまして、御報告申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）質疑があれば受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）暫時休憩いたします。 

 

                   休憩 午後 １時３５分 

                   再開 午後 １時３７分 

 

○議長（坂田秀昭君）本会議を再開いたします。 

 次に進みます。 

 

     ◎承認第４号 

○議長（坂田秀昭君）日程第１０、承認第４号、専決処分した事件の承認について（令和３年度小清水町

一般会計補正予算（第２号））を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 石丸企画財政課長。 

○企画財政課長（石丸寛之君）ただいま上程されました承認第４号、専決処分した事件の承認について

（令和３年度小清水町一般会計補正予算（第２号））を御説明申し上げます。 

 専決処分の内容ですが、１０款教育費１項教育総務費、スクールバス購入費につきまして、道路運送車

両の保安基準の見直しにより、各種安全装置の搭載が令和３年１１月登録分より義務づけとなったことを

受け、新たな保安基準に対応する車両価格が増加したため、予算に不足が生じるものでございます。 

 車両の購入につきましては、国の補助事業を活用してございまして、補助金の交付決定がなされた後に

契約行為を進める必要があり、年度内納車とするためには、本定例会町議会において契約議案の議決を頂

く必要がありますことから、契約行為に当たり、不足する予算を早々に計上する必要があるため、専決処

分をさせていただいたものでございます。 

 議案書１７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出の補正ですが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１３７万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を５４億５,０９９万３千円としたものでございます。 

 議案書１９ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正は、スクールバス購入事業費に係る財源として過疎対策事業債の限度額を変更するも

のでございます。 

 議案書２３ページをお願いいたします。 

 歳出予算ですが、主要施策調１ページと合わせて御覧願います。 

 １０款教育費１項教育総務費で、１７節備品購入費１３７万２千円、２６節公課費５千円をそれぞれ追

加したものでございます。 

 議案書戻りまして、２１ページをお願いいたします。 

 歳入予算ですが、１４款国庫支出金は、へき地児童生徒援助費補助金１２５万円を追加、１９款繰越金、

前年度繰越金は、財源調整として１８７万３千円の減額、２１款町債は、スクールバス購入事業債として

２００万円を追加したものでございます。 

 以上、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をさせていただきましたので、御審議の上、

御承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）質疑を受けます。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 承認第４号、採決いたします。 

 原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、承認第４号、原案のとおり承認されました。 

 

     ◎議案第４３号 

○議長（坂田秀昭君）日程第１１、議案第４３号、小清水町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例制定についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 牧野町民生活課長。 

○町民生活課長（牧野尚樹君）ただいま上程されました議案第４３号、小清水町過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例制定について御説明申し上げます。 

 議案書２４ページをお開きください。 

 また、参考資料となりますが新旧条例対照表、別つづりで資料を御用意していますのでお開きください。 

 条例の趣旨についてでございますが、本年３月３１日をもって失効いたしました過疎地域自立促進特別

措置法──旧法でございますが、この旧法に基づく固定資産税の課税免除措置につきましては、国におい

て新たに制定されました「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、新過疎法が４月１日から

施行されたところであります。この新過疎法においても固定資産税の課税免除措置が規定されております

ことから、「小清水町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に

関する条例」を新たに制定するものでございます。 

 それでは、制定条文につきまして、参考資料の旧法による条例と比較した新旧条例対照表より説明させ

ていただきます。 

 まず、１ページですが、第１条につきましては、新過疎法に基づき課税免除措置をするための本条例の

趣旨を定める規定でございます。 

 続いて、第２条第１項では、課税免除措置の対象となる事業及びその事業ごとにおける設備等の取得価

格の合計下限額を規定するとともに、課税免除期間を３か年度とする規定でございます。 

 ２ページ目になります。 

 第２項におきまして、公害防止するための適切な措置規定を規定しております。 

 続いて、第３条では、課税免除措置を受けるための申請主義を規定しております。 

 続きまして、３ページになります。 

 第４条におきましては、課税免除を受けた者に異動があった場合の地位承継について規定しております。 

 第５条では、課税免除の取消規定を、第６条では、第３条の申請に係る手続に関する事項及び第４条の

承継等に係る異動の届出に関する事項など、本条例の施行に関し必要な事項を規則に委任する規定でござ

います。 

 最後に、附則につきましては、施行期日を公布の日とし、適用期日につきましては新法の施行日と同一

日である本年４月１日とするものでございます。 

 続いて、４ページ目になります。 

 附則第２項では、新条例の失効期日を規定し、附則第３項において、附則第２項の失効日前までに新設

された設備等に対しての課税免除措置の効力を本条例失効後も継続させるための規定でございます。 

 以上、小清水町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関す

る条例制定に関する説明とさせていただきます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上で説明を終わります。 



  - 32 - 

○議長（坂田秀昭君）質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 議案第４３号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、議案第４３号、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第４４号 及び 議案第４５号 

○議長（坂田秀昭君）日程第１２、議案第４４号及び日程第１３、議案第４５号、小清水町情報公開条例

の一部を改正する条例制定について、小清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてを一

括して議題といたします。 

 説明を求めます。 

 細川総務課長。 

○総務課長（細川正彦君）ただいま上程されました議案第４４号、小清水町情報公開条例の一部を改正す

る条例制定について及び議案第４５号、小清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について御

説明申し上げます。 

 議案書２７ページと２８ページとなります。 

 提案する２つの条例につきましては、本町を含む１３町村、４組合により共同設置されておりますオ

ホーツク公平委員会におきまして、同委員会が管理する公文書に係る情報公開に関する規定及び個人情報

保護に関する規定をこのたび整理することとされたところでございます。 

 同委員会が制定する関係規定は地方自治法第２５２条の１２の規定に基づき、その権限に属する事務の

管理及び執行に関して、各構成団体の関係条例中、実施機関として公平委員会を位置づけることにより適

用できるものとなりますので、このたび所要の改正をそれぞれ行うものでございます。 

 別途、お配りしております小清水町情報公開条例の一部を改正する条例制定に係る新旧対照表を合わせ

て御覧願います。 

 改正する第２条は、本条例の実施機関を定めるものでありますが、先ほど申し上げましたとおり、本条

文に共同設置をする公平委員会を位置づける必要があることから、公平委員会を追加する条例の一部改正

を行うものであります。 

 第１２条の改正につきましては、このたびの条例改正に合わせて、新旧対照表に記載のとおり、条文中

の一部文言修正を行うものでございます。 

 次に、小清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定に係る新旧対照表を御覧願います。 

 改正する第２条は、情報公開条例の一部改正と同様に本条例の実施機関に公平委員会を位置づけるもの

でありますので、詳細の説明は省略させていただきます。 

 最後に、附則につきましては、両条例ともに公布の日からとするものでございます。 

 以上、小清水町情報公開条例の一部を改正する条例制定及び小清水町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例制定の説明とさせていただきます。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）初めに、議案第４４号、小清水町情報公開条例の一部を改正する条例制定について

質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 
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 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 議案第４４号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、議案第４４号、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４５号、小清水町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 議案第４５号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、議案第４５号、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第４６号 及び 議案第４７号 

○議長（坂田秀昭君）日程第１４、議案第４６号及び日程第１５、議案第４７号、令和３年度小清水町一

般会計補正予算（第３号）について、令和３年度小清水町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

を一括して議題といたします。 

 説明を求めます。 

 石丸企画財政課長。 

○企画財政課長（石丸寛之君）ただいま一括上程されました議案第４６号及び議案第４７号、初めに、議

案第４６号、令和３年度小清水町一般会計補正予算（第３号）について御説明申し上げます。 

 別冊の補正予算書３ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億７,９１３万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を５７億３,０１２万３千円とするものでございます。 

 ６ページ、第２表地方債補正の変更ですが、防災拠点型複合庁舎整備事業債は、実施設計及び公民館解

体の事業費が確定したことに伴い２６０万円の減額、道営農道整備事業債は、萱野地区道営事業の事業費

増に伴い９００万円の増額、臨時財政対策債は、発行可能額の決定による減額とそれぞれ限度額を変更す

るものでございます。 

 １１ページをお開きください。 

 歳出予算ですが、主要施策調と合わせて御覧願います。 

 初めに、２款総務費１項１目一般管理費は、町職員の募集につきまして、建築土木技師、保健師等の技

術職員の採用におきましては、これまで町のホームページやハローワークを通じた採用活動を行ってまい

りましたが、応募自体が全くない状況であることから、新聞のほか、全国版雑誌の広告欄を活用した採用

募集を行うこととして広告料４１万２千円を追加。 

 ６目企画広報費は、ふるさと納税返礼品にも活用してございます町の公認キャラクター「でん坊」のス

トラップ２千個を製作する費用など、まちの魅力・元気発信事業負担金として２０８万３千円を追加計上。 

 民間賃貸住宅家賃助成金は、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく移住定住対策及び採用が難しい

特定職種の人材確保と就労の定着を促進することを目的とした新規事業として、新たに町民となる方が民

間賃貸住宅を借り受けた家賃の一部を助成することとして、基本額１か月１万円、人材確保が困難とされ
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る医療、福祉、介護、保育、教育関係の職に就く方及び新規就農者、農業従事者につきましては１万円を

加算、合計２万円を最大３６か月間助成する事業費２４０万円を追加計上するものです。 

 １２目防災拠点型複合庁舎整備費は、委託料で温泉掘削業務委託料９,７４６万円を追加、工事請負費

では現庁舎東側の道路下の上下水道管移設工事請負費として５,７９０万４千円を追加計上するものでご

ざいます。 

 次に、４款衛生費１項１目保健衛生総務費で委託料は、各健診結果について自治体と医療機関等の相互

利用に向けた情報標準化を図る整備といたしまして、健康管理システム改修業務委託料４０５万９千円を

追加。 

 １８節負担金補助及び交付金は、網走厚生病院脳神経外科経営安定化支援事業費負担金として、協定に

基づき令和２年度収支損失額のうち、本町負担分４１９万１千円を追加。 

 小清水赤十字病院医療確保対策事業費補助金は、不採算地区病院の運営経費に対する特別交付税措置の

制度拡充を受け、小清水赤十字病院が所有する更新時期を迎えたレントゲン機器、薬剤分包機の更新に係

る費用を助成することとして２,８４０万２千円を追加計上するものです。 

 次に、２目健康推進費、委託料は、毎年実施しております高齢者等インフルエンザワクチン接種事業を

拡充し、６５歳以上の高齢者及び６０歳から６４歳で障害を持つ方の接種費用を無償化するための経費

１１９万５千円を追加計上。 

 ３目母子衛生費は、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援に対応する子育て世代包括支援セン

ターの設置に係る所要額、１０節需用費から１７節備品購入費まで、計４４０万７千円を追加計上するも

のでございます。 

 次、１２ページをお開きください。 

 ５目環境衛生費１２節委託料、一般廃棄物最終処分場については、残余年数からも次期処分場整備を

早々に進める必要があり、近隣自治体との広域整備を含めた多面的な検討のための調査業務委託料、２つ

の業務で２４５万８千円を追加。 

 ７目新型コロナウイルス感染症対策費は、町内の飲食店や観光事業者を中心とした事業所につきまして、

長引くコロナ禍の影響により売上減少が続いており、先般、小清水町商工会より、これらの業種を含む商

店等に対する支援について再度の要請があったことを受けまして、追加交付となる国の新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、昨年度、３度実施してまいりました個人事業者等支援金を実

施することといたしまして、所要額１,５８５万円を追加計上するものでございます。 

 次、６款農林水産業費１項３目農業振興費は、１８節負担金補助及び交付金において、労働力不足の解

消や新品種の導入による輪作体系の適正化に向け、各種農作業の省力化作業機械の導入支援を図る畑作構

造転換事業費補助金２,５３２万２千円を追加。 

 次に、次代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し資金交付を行

う農業次世代人材投資事業費補助金７５万円を追加。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき実施する農業担い手対策として、経営開始直後の新規就農者

に対する生活支援を行うことで経営基盤の安定化を図ることを目的として実施いたします新規就農者支援

事業費補助金６０万円を追加計上するものです。 

 次、１３ページ、７款商工費１項３目観光振興費は、高校跡地に建設中の農業振興拠点施設に機能移転

を行う活性化センター調理加工室につきまして、移転後のスペースを旅行等で来町される方々の利便性向

上と魅力ある施設整備を図ること、また、道の駅エリアの一体的な利用促進を図ることを目的とした改修

を行うための実施設計に係る費用として、１０節需用費及び１２節委託料まで、計１,００１万７千円を

追加計上するものです。 

 ８款土木費２項２目道路新設改良維持費で１０節需用費は、町道等修繕料に不足が見込まれることから

所要額５００万円を追加、１８節負担金補助及び交付金は、萱野地区道営事業の事業費増に伴う道営農道

整備事業負担金９００万円を追加計上するものです。 

 次のページ、３項１目住宅管理費は、緑ヶ丘団地及び桜ヶ丘団地の解体につきまして、解体工事前の石

綿含有調査が本年４月より義務化されたのを受け、調査業務委託料として８３万２千円を追加。 
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 ２目空家等対策費は、改修・解体費につきまして、１棟５０万円を上限に補助するものでございますが、

申請件数が見込みよりも多く、予算に不足が見込まれることから所要額２９５万４千円を追加計上するも

のでございます。 

 ９款消防費１項１目消防組合費１８節負担金補助及び交付金は、消防分署庁舎改築時に設置した電話回

線及び電話機器について、設置後１３年が経過したことに伴い機器全般に不具合が生じていることから、

この改修工事費として斜里地区消防組合負担金１５４万円を追加計上するものです。 

 次、１５ページになります。 

 １０款教育費２項小学校費及び３項中学校費ともに、１目１７節備品購入費で、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金により、気化式冷風機を各２台を整備することとして、それぞれ６４万７千

円を追加計上。 

 ６項２目体育施設費は、建物修繕料に不足が見込まれますことから、所要額１００万円を追加計上する

ものでございます。 

 次に、歳入予算でございますが、８ページにお戻りください。 

 １０款地方交付税１項１目地方交付税は、財源調整分といたしまして、普通交付税１,９９４万４千円

を追加計上。 

 １４款国庫支出金２項３目衛生費国庫補助金は、健康管理システム改修に係る国庫補助としまして、疾

病予防対策事業費等補助金２４２万１千円を追加。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、事業者支援対応分として、７６２万２千円、学

校保健特別対策事業分として８１万１千円、総額８４３万３千円を追加。子育て世代包括支援センターの

設置に係る国庫補助分としまして、子ども・子育て支援交付金２６６万６千円を追加計上するものです。 

 １５款道支出金２項１目総務費道補助金は、地熱井掘削支援事業補助金として、５千万円を追加、３目

衛生費道補助金は、先ほど１４款国庫支出金にも計上した子育て世代包括支援センター設置に係る道費に

よる補助といたしまして、６６万７千円を追加、４目農林水産業費道補助金は、畑作構造転換事業費補助

金として歳出同額の２,５３２万２千円を追加、農業次世代人材投資事業費補助金につきましても、歳出

同額の７５万円を追加計上するものです。 

 次、９ページ。 

 １８款繰入金は、防災拠点型複合庁舎整備に伴う温泉掘削業務及び上下水道管移設工事に係る財源とし

て、公共施設整備基金繰入金１億５３６万４千円を追加計上。 

 １９款繰越金は、財源調整分といたしまして、前年度繰越金８,６９８万６千円を追加計上するもので

す。 

 ２１款町債は、２表地方債補正の変更で御説明申し上げましたとおり、それぞれ所要の補正額を計上す

るものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）斉藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（斉藤高広君）はい。次に、議案第４７号、令和３年度小清水町介護保険特別会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げます。 

 補正予算書１７ページをお開き願います。 

 歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ、保険勘定において７３９万１千円を追加

し、予算総額を５億８,８０８万９千円とするものでございます。 

 補正予算書２４ページをお開きください。 

 初めに歳出予算の補正ですが、６款１項償還金で、令和２年度給付費等の確定に伴い、国、道、支払基

金のそれぞれの負担割合に基づく交付金等の精算分として、保険給付及び地域支援事業に係る国・道支出

金の返還金７３９万１千円を追加計上するものでございます。 

 ２２ページにお戻り願います。 

 歳入予算でございますが、償還金の財源といたしまして、７款１項繰越金で、保険給付費分５７４万
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４千円、地域支援事業費分１６４万７千円、合わせまして７３９万１千円を追加計上するものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）初めに、議案第４６号、令和３年度小清水町一般会計補正予算（第３号）について

質疑を受けます。 

 はい、９番、木戸寛治議員。 

○９番（木戸寛治君）はい、９番。 

 議案書１１ページ、保健衛生費のところで御質問いたします。 

 健康推進費で高齢者の方のインフルエンザワクチンの接種、１人１千円分の負担をここでうたっている

わけなんですが、子供たちの医療費についてはただになっていて、高齢者の方にもやっぱり手厚くされて

いるのが町の特徴ではあります。子供は、私たちが通ってきた道ですし、高齢者は私たちがこれから向か

う道ではありますが、いかんせん、今働き盛りの方々に何か恩恵の部分ていうか、老人の方の１千円を負

担するんであれば、そこを少し減らして、今一生懸命頑張っている方がインフルエンザワクチンを受けた

いっていうときに補填するような、微々たるものでも構わないですが、そういう方策はないのかお聞きし

たいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 斉藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（斉藤高広君）はい。今回、子供たち以外に高齢者をですね、提案させていただきました

けれども、やはりこれにあたりましては、リスクの高い人たちからということで、まずは高齢者を今回提

案させていただきました。 

 よろしくお願いします。 

○議長（坂田秀昭君）はい、９番、木戸寛治議員。 

○９番（木戸寛治君）はい。９番。 

 今回というお話でしたが、次回は働き盛りの方にも補填はあるというふうにとってよろしいんでしょう

か。 

○議長（坂田秀昭君）はい、斉藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（斉藤高広君）そこはまだこれからです。未定でございます。（笑声） 

○議長（坂田秀昭君）いいですか。 

○９番（木戸寛治君）はい。ありがとうございます。 

○議長（坂田秀昭君）ほかに。 

 はい、８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）はい。８番。 

 予算書１１ページの総務費の関係で、「でん坊」のストラップの関係だったんですけど、これはどこに

頼んで、とかっていうのはもう決まってるのかを聞きたいんですけど。それで、この予算なのか。この金

額だから入札とかではないと思うんですけど。お願いします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 石丸企画財政課長。 

○企画財政課長（石丸寛之君）お答えを申し上げます。 

 今、現行で「でん坊」のストラップってあるんですけども、６年ぐらい前に作成させていただきました。

その際に商品の扱いになりまして、子供の口に入った、とか、事故が想定されるということで、しかるべ

き商品表示っていうのが必要になったといったところでございまして、「でん坊」と「ほがじゃ君」と今

２つが町のキャラクターになってるんですが、その縫いぐるみを製造いただいたのが、ほがじゃ工場でご

ざいます。今回につきましても同様に、その商標登録が必要でございまして、誰が責任を負うのか、とい

ったところを鑑みまして、福太郎さんで作成を頂きたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）よろしいですか。 
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○８番（更科浩司君）はい。 

○議長（坂田秀昭君）ほかに。 

 はい、５番、高橋隆文議員。 

○５番（髙橋隆文君）はい。５番。 

 同じ課の１１ページの、４款の衛生費の関係でお聞きしたいんですが、１８節の網走厚生病院の脳神経

外科の経営の安定化の関係でお聞きしたいんですが、これの損失のうちの負担金というのは理解できるん

ですが、中長期的にですね、この損失額の負担金というのはどういう傾向になるのか、ちょっと、もし内

容的に分かればお聞きしたいんですが。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 斉藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（斉藤高広君）はい。実績に基づいて、損失が出た場合は補填するということで提案させ

ていただきましたけれども、中長期的なことで御質問ありましたけれども、やはり、できる限り１市４町

でやっておりますけれども、補填のほう進めておりますけれども、できる限り経営をよくということでお

願いをしているところでございますけれども、厚生連のほうからは、できる限り努力はするけれども、患

者が増えてもやはりそれに伴う諸経費というものも、それに伴って発生するので、なかなか、黒字といい

ますかね、経営収支が思いどおりに向上するとはならないので、難しい経営になるということで説明を受

けております。今後もやっぱりしばらくはこういった傾向が続くというふうにこちらも認識をしておりま

す。 

○議長（坂田秀昭君）よろしいですか。 

 ほかに。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）なければ質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 議案第４６号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、議案第４６号、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第４７号 

○議長（坂田秀昭君）次に、議案第４７号、令和３年度小清水町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 議案第４７号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、議案第４７号、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第４８号 
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○議長（坂田秀昭君）日程第１６、議案第４８号、小清水町過疎地域持続的発展市町村計画についてを議

題といたします。 

 説明を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）ただいま上程されました議案第４８号、小清水町過疎地域持続的発展市町村計画に

ついて御説明申し上げます。 

 令和３年法律第１９号、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法は、過疎地域の役割、課題、

目指す姿を明らかにするとともに、法の目的を「過疎地域の持続的発展」に見直すことなど、新たな法律

として制定されたものでございまして、これに基づき、本町においても持続的発展に資するまちづくりに

向け、総合的かつ計画的な施策を推進するため、計画期間を令和３年度から令和７年度までとした小清水

町過疎地域持続的発展市町村計画を策定しようとするものでございます。 

 別冊でお配りしております市町村計画におきましては、町民との協働のまちづくりの総合的な指針とな

る「第６次小清水町総合計画」また、「小清水町公共施設等総合管理計画」と整合を図りつつ、まちの将

来像であります「未来に繋がるまちづくり」を実現するための基礎方針として、６つの基本目標を設定、

７つの重点施策と３７のソフト事業等の取組について計画書へ登載してございます。 

 御提案申し上げております小清水町過疎地域持続的発展市町村計画につきましては、北海道過疎地域持

続的発展方針に基づき、本年８月２６日付をもって北海道との協議が整いましたので、議会の議決をお願

いするものでございます。 

 計画の詳細につきましては、担当課長より説明をさせますので、よろしく御審議を賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）石丸企画財政課長。 

○企画財政課長（石丸寛之君）それでは、私から市町村計画について御説明申し上げます。 

 別冊、小清水町過疎地域持続的発展市町村計画を御覧ください。 

 計画策定に伴う基本的な事項といたしまして、自然的・歴史的等の概要につきまして１ページから

２ページに掲載、３ページから６ページには、人口及び産業の推移、国勢調査の実施結果や公共施設等総

合管理計画による将来人口の推計等に関して、７ページから１１ページまでは、本町の行財政及び公共施

設の整備状況に関して概要等について記述をしてございます。 

 １２ページをお開きください。 

 （４）地域の自立促進の基本方針に関してですが、町民との協働のまちづくりの総合的な指針となる第

６次小清水町総合計画を上位計画として整合を図りつつ、まちの将来像であります「未来に繋がるまちづ

くり」を実現するため６つの柱を基本目標としたところでございます。 

 １つ目として、豊かな自然と共生するまち。 

 ２つ目として、だれもが健やかに暮らせるまち。 

 ３つ目として、安心・便利で住みやすいまち。 

 ４つ目として、チャレンジしつづける活力あるまち。 

 ５つ目として、人と文化を伸びやかに育むまち。 

 ６つ目として、手をとりあって未来へ進むまち。 

 これらを自立促進の基本方針として、１３ページ下段に掲げる７つの重点施策を重点的に推進すること

に加え、１４ページ及び１５ページに掲載の過疎地域持続的発展事業であるソフト事業に取り組み、住民

と行政の創意と協力によって計画の実現を目指すものでございます。 

 以降、それぞれ基本方針に基づく、各施策区分による個々の計画につきましては、事業名、事業内容、

事業主体等を記載してございますので、詳細につきましては後ほど御確認いただきたいと思います。 

 なお、固定資産の課税減免措置とする産業振興促進事項につきましては、３１ページの中段に区域、業

種を定めてございます。 

 また、この計画書は、この期間を令和３年度から令和７年度とした５か年間の計画として策定しようと

するものでございます。 
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 以上、本町の過疎地域持続的発展のための計画について御説明申し上げましたが、計画搭載事業実施に

係る財源につきましては、国・道の補助事業を可能な限り活用することを第一とするとともに、これら事

業の事業採択の見込みや国の地方債計画における過疎対策事業債の資金計画を見定めつつ、町の財政状況

を見極め、将来に過度の公債費負担が生じないよう実施年度を決定し、特別措置であります過疎対策事業

債を最大限活用することとしているものであります。 

 なお、計画搭載事業の内容に関しましては、社会・経済状況等の変動や町の施策の実施内容等により、

必要に応じて計画の変更ができる制度となっていることから、今後、事業内容を大きく変更する場合や新

たに実施しなければならない事業が生じた場合には、北海道との変更協議を経て、議会の議決を頂き、計

画を推進していくこととしてございます。 

 以上で、小清水町過疎地域持続的発展市町村計画についての説明を終わらせていただきます。 

○議長（坂田秀昭君）質疑を受けます。 

 はい、８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）はい。８番。 

 １２ページの、ちょっと細かいことになっちゃうのかもしれないですけど、後半のほうにあります、本

町のカラマツ人工林どうのこうのの、林業の振興って、これがちょっとよく分からなかったんですけど、

教えていただけますか。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 畔木産業課長。 

○産業課長（畔木雅之君）はい。お答えいたします。 

 カラマツ人工林及び天然資源を有しているので、という意味合いをどう受け止めたということだと思う

んですけども、本町ですね、町有林人工林につきまして基本的にはカラマツのほうを人工林として植樹し

てございます。 

 今後ですね、本町の町有林、伐期がこれから来ますので、それらのほうを活用して他の産業との連携を

図っていくと、そういう意味でございます。基本的に、植えている、町有林で植えてるものがカラマツと

いうことになっていますので、カラマツ材を活用したいと、いう意味合いでございます。 

○議長（坂田秀昭君）よろしいですか。 

○８番（更科浩司君）分かりました。 

○議長（坂田秀昭君）はい、ほかに。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 議案第４８号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、議案第４８号、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第４９号 

○議長（坂田秀昭君）日程第１７、議案第４９号、緑地区小水力発電施設の維持管理の事務委託に関する

協議についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 畔木産業課長。 

○産業課長（畔木雅之君）はい。ただいま上程されました、議案第４９号、緑地区小水力発電施設の維持

管理の事務委託に関する協議につきまして、御説明申し上げます。 
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 議案書３２ページのほうをお開きください。 

 令和４年６月より供用開始されます緑ダムを活用した小水力発電施設につきましては、平成２９年度よ

り道営事業の「地域用水環境整備事業」として整備を行い、事業完了後は清里町が代表して施設の維持管

理を行うこととして事業を進めてまいりました。 

 このたび、本年度末をもって小水力発電施設の整備が完了し、当初からの計画どおり、網走市、大空町、

斜里町と本町が清里町に施設の維持管理について事務委託をするための規約を定める必要がありますこと

から、規約の内容について関係市町で協議することにつきまして地方自治法第２５２条の２の２第３項の

規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 規約の内容でございます。第１条では本規約の目的、第２条では委託する事務の範囲、第３条では管

理・執行の方法について、第４条から第７条では、委託事務に係る経費の負担とそれらに関する収支予算

について規定してございます。また、第８条ではその他の事項について必要に応じて協議する旨を規定し

てございます。 

 施行期日は、令和４年４月１日としてございます。 

 なお、今後のスケジュールでございますが、清里町と本町を含む１市４町の議会にて御承認を頂いた後、

各市町で公告を行い、地方自治法第２５２条の１４第３項の規定で準用する同法第２５２条の２の２第

２項の規定により北海道知事に届け出を出すことにしております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）質疑を受けます。 

 はい、４番、森浩議員。 

○４番（森浩君）はい、４番です。 

 小水力発電の稼働が始まるということなんですが、年間どれぐらいの発電があって、発電の量を聞いて

もちょっと分からないんですが、例えば、戸数にしたら何戸分ぐらい出るか。 

 あと、単価でどれぐらいで売れるものなのか。その、売れたお金はどういうふうな経緯をたどっていく

のか、それをちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 畔木産業課長。 

○産業課長（畔木雅之君）はい。お答えします。 

 申し訳ありません。平均が、家庭で何戸分という計算はちょっとしておりませんので、総発電量でお話

しさせていただきたいと思います。 

 年間総発電量につきましては、２万５千メガワットアワーということで、年間の売電量につきましては

最大で７,３００万円を見込んでおります。 

 なお、こちら、単価、ＦＩＴ単価というんですけども、固定買取価格の単価につきましては２９円とい

うことで、算定してございます。 

 なお、これら、御質問にありましたこれらの収入受けまして、その後ですね、支出の予定につきまして

は、清里町の従事職員の人件費を含めた、発電施設の運営費、修繕引当金や、災害準備積立金等を除きま

して、残り２,５００万円から約２,９００万円を想定しておりまして、これらについて単年度で畑かんの

協議会へ交付されるものと予定してございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）よろしいですか。 

○４番（森浩君）はい。 

○議長（坂田秀昭君）はい、４番、森浩議員。 

○４番（森浩君）ちょっと聞き漏らしました、ごめんなさい。 

 冬季間、これはどうなの、まさかの休むっちゅうわけではないかと思いますけれども、冬季の問題とで

すね、あと……。ちょっとごめんなさい。ちょっとそこまでをお願いいたします。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 畔木産業課長。 
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○産業課長（畔木雅之君）はい、冬季間の発電の御心配のことかとございます。 

 冬季間、確かに議員の御指摘のとおりですね、ダムの貯水機能については夏季間よりも当然落ちます。

ただしですね、ダムの発電の現在工事を始めてるところなんですけども、取り口の位置を基本的には低く

しておりまして、ダムの水位がある程度低くなっても、またですね、ダムの水量が減ることによって、当

然落下するときの水圧のほうが下がってくるとは思うんですけども、基本的に圧力によって発電するもの

ではなくて、ある程度、少量でも水が流れていれば発電する仕組みというふうに説明を受けております。 

 なお、基本的にですね、ダムの発電期間については現在計算しております７,３００円の収入、これの

基本となる部分につきましては、年間約６０日が貯水期間が賄えないと、水が足りない時期を想定して

６０日間は発電できないものとして算定してございます。 

 以上でございます。 

○議長（坂田秀昭君）よろしいですか。 

○４番（森浩君）はい。 

○議長（坂田秀昭君）はい、ほかに。 

○８番（更科浩司君）はい。 

○議長（坂田秀昭君）はい、８番、更科浩司議員。 

○８番（更科浩司君）はい。８番。 

 同じくここの発電の関係だったんですけど、今北電と契約してこの金額だと思うんですけど、これは何

年間なんですか。例えば、太陽光だと２０年たつと半額になるとかってありますけど。その辺を教えてい

ただけますか。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 畔木産業課長。 

○産業課長（畔木雅之君）はい。ＦＩＴとの契約期間のお話だと思います。 

 ＦＩＴの契約につきましては、先ほど御説明に上げましたとおり、単価キロワット２９円という単価で、

売電開始以降２０年間ということで、契約期間のほうは設定してございます。この後、２０年経過した後

につきましては、環境省のほうからの提案にもよると思うんですけども、今後の検討課題という形になる

のかと思っております。 

 以上です。 

○議長（坂田秀昭君）よろしいですか。 

○８番（更科浩司君）はい。 

○議長（坂田秀昭君）はい、ほかに。６番、工藤孝一議員。 

○６番（工藤孝一君）先ほど、ダムの発電ができない期間が６０日間あるということでございますけども、

その発電ができないという、その緑ダムの貯水のための森林面積がたしか、３０ヘクタールか、それぐら

い広大な、広大っていって良いと思うんですが、森林があるということで設置してると思うんですが、そ

の意味で発電できないっていうのは、主なその理由について御説明していただきたいと思います。 

○議長（坂田秀昭君）答弁を求めます。 

 畔木産業課長。 

○産業課長（畔木雅之君）はい。御質問にお答えします。 

 ６０日間、小水力発電稼働できない時間を想定しているということなんですけども、こちらについてな

んですけども、こちら水量の問題ということもあるんですけども、基本的には河川維持水量、こちら清里

町さんのほうで管理してるんですけども、そちらの河川維持水量を守らなければならないということで、

例えばダムの水のほうがいっぱいでもたくさん流してはいけなかったり、あ、逆ですね。最低限この水量

が流し続けなければ河川の機能を維持できないという水量が決められておりますので、それらの水量は流

さなければならないと、いうことがあります。 

 また、あちらの河川ですね、サケ・マスが遡上する河川ということもありまして、貯水してはいけない

期間ということが、まあ漁協さんとの協議もありまして、定められております。 

 それらを積み上げたもので６０日という想定をしていると聞いております。 
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○議長（坂田秀昭君）よろしいですか。 

○６番（工藤孝一君）はい。 

○議長（坂田秀昭君）はい、ほかに。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 議案第４９号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、議案第４９号、原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第５０号 

○議長（坂田秀昭君）日程第１８、議案第５０号、スクールバス交換事業にかかる契約の締結についてを

議題といたします。 

 説明を求めます。 

 西川建設課長。 

○建設課長（西川豊人君）はい。ただいま上程されました、議案第５０号、スクールバス交換事業にかか

る契約の締結について御説明申し上げます。 

 議案３４ページと資料の「入札及び契約状況表」を御覧願います。 

 本件の入札につきまして、令和３年８月３０日、地方自治法施行令第１６７条第１項第１号の規定によ

る指名競争入札を行ったところであります。 

 入札の結果、資料のほうに記載のとおり、有限会社小清水農機車輌工業が２,２３７万５０４円、消費

税込み金額２,４６１万２,８３０円をもって落札しました。 

 以上のとおり、落札者が決定しましたので、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決

を求めるものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（坂田秀昭君）質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）討論を終結いたします。 

 議案第５０号、採決いたします。 

 原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、議案第５０号、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

 

                   休憩 午後２時３５分 

                   再開 午後２時３６分 

 

○議長（坂田秀昭君）休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 
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     ◎同意第２号 

○議長（坂田秀昭君）日程第１９、同意第２号、副町長の選任についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）ただいま上程されました、同意第２号、副町長の選任について御説明申し上げます。 

 現副町長の鈴木祐之氏は、平成２９年９月２８日に就任されて以来４年間、私のよき補佐役として本町

行政の円滑なる運営に全力を尽くし、その職責を果たしてきたところでありますが、本年９月２７日をも

って任期が満了となりますので、引き続き同氏を副町長に選任いたしたく、本案を御提案申し上げた次第

でございます。 

 鈴木祐之氏の経歴等につきましては、既に御承知のことと存じますので、省略をさせていただきますが、

今日新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、地方自治体にはこれまで以上に主体性と責任ある行

財政運営が求められております。このようなときに当たり、本町の山積する課題や行財政に精通し、また

職員からの信頼も厚く、副町長に最適任と思いますので、再任について御同意を賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（坂田秀昭君）お諮りいたします。 

 同意第２号、本案は原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、同意第２号、原案のとおり同意と決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

 

                   休憩 午後２時３９分 

                   再開 午後２時４１分 

 

○議長（坂田秀昭君）休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 

     ◎同意第３号 

○議長（坂田秀昭君）日程第２０、同意第３号、教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）ただいま上程されました、同意第３号、教育委員会委員の任命について御説明申し

上げます。 

 現委員の鈴木君子氏におかれましては、平成２９年１０月に就任されて以来１期４年にわたり、本町の

教育行政に御尽力を頂き、今月３０日をもって任期満了となるところでございます。 

 つきましては、引き続き同氏を次期委員に再任いたしたく、本案を御提案申し上げた次第でございます。 

 鈴木氏の経歴につきましては、別途履歴書をお配りしておりますので、御紹介は省略させていただきま

すが、人格は極めて円満で、教育・学術及び文化の振興に関しましても優れた識見と熱意を有している方

でございまして、教育委員として適任と存じますので、再任について御同意を賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（坂田秀昭君）お諮りいたします。 

 同意第３号、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、同意第３号、原案のとおり同意と決定されました。 
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     ◎認定第１号 及び 認定第２号 

○議長（坂田秀昭君）日程第２１、認定第１号及び日程第２２、認定第２号、令和２年度小清水町各会計

歳入歳出決算認定について、令和２年度小清水町各事業会計決算認定についてを一括して議題といたしま

す。 

 説明を求めます。 

 久保町長。 

○町長（久保弘志君）ただいま上程されました、認定第１号、令和２年度小清水町各会計歳入歳出決算認

定及び、認定第２号、令和２年度小清水町各事業会計決算認定につきましては、別紙監査委員の決算意見

書をそれぞれ添えて上程いたしますので、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 併せて、説明資料としまして別冊の主要施策成果調をお手元にお配りしておりますので、参考にしてい

ただきたいと存じます。 

○議長（坂田秀昭君）重成代表監査委員から、決算審査の意見について説明を求めます。 

○代表監査委員（重成一男君）決算審査を行いましたので、その結果について御説明を申し上げます。 

 審査につきましては、８月４日、５日の２日間にわたり、鬼塚監査委員と実施いたしました。 

 審査の方法につきましては、例年同様、町長から提出された歳入歳出決算書、事項別明細書、実質収支

比率に関する調書、財産に関する調書、基金に関する報告書、関係帳簿などの数値の正確性、適法性、財

政収支及び予算の執行状況について審査を行ったところでございます。 

 審査結果につきましては、各会計決算書及び基金の運用状況とともに、計数に誤りはなく、適正に表示

されており、法令に義務づけられたものが具備されておりました。 

 したがいまして、毎月実施しております出納検査により確認している金銭の出納と併せ、各会計決算残

金、歳入歳出外現金の保管及び基金の運用状況について適正に執行されたものと認めたところでございま

す。 

 それでは、意見書に沿って、かいつまんで御説明いたします。 

 まず、各会計決算審査意見書３ページの一般会計でございますが、歳入総額は６６億６,７２８万２千

円で、前年度と比較して８億２,６２５万５千円の増、歳出総額は６４億３,０６５万円で、前年度と比較

して８億４,８９６万６千円の増と、歳入歳出とともに前年度を上回っております。 

 次、４ページの歳入の増減でございますが、増加の大きなものとしては、新型コロナウイルス感染症対

策事業に係る国庫補助金、地方交付税及びふるさと納税寄附金、減少の大きなものとしては、基金繰入金、

繰越金となっております。 

 町税の決算額は、６億４,３７８万９千円で、前年度より２,２２４万４千円の増となって、内訳は、町

民税が１,３３５万３千円増の３億４９１万円、固定資産税が９２２万円増の２億８,１１１万８千円、軽

自動車税が７０万７千円増の２,１７５万１千円、町たばこ税が８４万８千円減の３,５６３万７千円、入

湯税が１８万８千円減の３７万３千円、となっております。 

 収入率は、９８.２７％で、前年度の９８.４７％から、０.２％減少しております。 

 未収額は、１,０９２万円で前年度より１６９万９千円増加しております。 

 ５ページ、税外収入の決算額は６,７９９万円で、前年度より８７５万１千円の減となっております。

内訳は、保育料が幼児教育無償化により９７５万７千円減の６７７万８千円、公営住宅使用料が２６万

８千円減の４,０１３万９千円、教職員住宅・地域特別賃貸住宅貸付料が１０７万６千円増の１,７７１万

９千円、学校給食材料費収入が１９万８千円増の３３５万４千円となっております。 

 収入率は９８.０５％で、前年度の９７.９８％から０.０７％上昇しております。 

 未収額は１３５万４千円で、前年度より２３万１千円減少しております。 

 次に、６ページ中段の基金の状況でございますが、一般会計の年度末現在高は３４億６,０８３万５千

円で、前年度に比べ３０９万４千円、０.１％の減となっております。 

 次の地方債の状況につきましては、年度末における残高は６０億８,７０１万円で、前年度と比べます

と６億１４７万１千円の減となっております。これは、畑総事業に係る過疎対策事業債などの大型事業の

起債の償還によるものです。 
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 次に、７ページ、債務負担の状況につきましては、年度末残高が２１億６,３４８万１千円で、前年度

と比べますと、６,１７７万６千円の増となっております。 

 地方債残高と債務負担行為額を合計すると８２億５,０４９万１千円となり、前年度より５億３,９６９万

５千円減少しております。 

 次、８ページ中段の主要財政指数等でございますが、財政力指数は０.２２で、前年度と比べ０.００１ポ

イント上回っており、経常収支比率につきましては、８３.６％で、２.７％下回り、公債費負担比率につ

きましては、２１.５％で２.４％下回り、起債制限比率につきましては、１０.２％で０.２％下回ってお

ります。 

 経常収支比率につきましては、目安となる８０％を平成２８年度から超えている状況が続いております

ので、引き続き指標の推移に留意し、健全な財政運営に努めていただきたいと思います。 

 予算執行率及び事務手続等については、おおむね良好に執行されており、特に申し上げる事項はござい

ません。 

 次に、９ページの国民健康保険特別会計でございますが、歳入総額は８億３,９６１万円で、前年度よ

り６,４２８万１千円の減、歳出総額は８億５３１万４千円で、前年度より５,６８５万１千円の減と歳入

歳出とともに前年度を下回っております。 

 １０ページ、歳入の保険料のみの決算額は２億６,５６６万７千円で、収入比率は９７.８４％、未収額

は５５０万５千円で、前年度より１１８万４千円増えております。 

 歳出については、１１ページになりますが、被保険者数の減少及び医療費の抑制により保険給付費が

４,４００万８千円の減、国保事業費納付金は１,２６８万５千円の減となっており、歳出全体では前年度

を５,６８５万１千円下回り、歳出決算は、予算現額８億４,１３４万円に対し、支出済額８億５３１万

４千円、予算現額に対する支出割合は９５.７％で、適正に執行されております。 

 また、基金１千万１千円の積立てを行っており、国民健康保険事業の基盤の安定が図られたものと評価

しているところでございます。 

 今後においても余裕を持った会計運営を目指し、努力されることを望んでおります。 

 次に、１２ページの後期高齢者医療特別会計でございますが、歳入総額は９,６１０万１千円で、前年

度より６２３万８千円の増、歳出総額は９,５８６万７千円で前年度より６９６万１千円の増と歳入歳出

ともに前年度を上回っております。 

 次、１３ページ、歳入保険料の決算額は７,１５３万６千円で、前年度より６３５万８千円増加、収入

率は１００％となっております。歳出については特に申し上げることはございません。 

 次に、１４ページの介護保険特別会計でございますが、保険事業勘定で歳入総額は５億４,９１６万

１千円で、前年度より２９２万９千円の減、歳出総額は５億３,４７５万円で前年度より２,６６９万７千

円の増となっております。 

 次、サービス事業勘定の決算額は歳入歳出ともに２,０５６万２千円で、前年度より５８万６千円減少

しております。 

 １６ページ、歳入の介護保険料の決算額は、１億８９万６千円で、収入率は９９.９％、未収額は９万

７千円となっております。 

 サービス収入の決算額は５８９万８千円で、収入率は１００％となっております。 

 以上が決算審査の概要でございまして、最後のページに記載のとおり令和２年度の決算につきましては、

昨年度同様に新型コロナウイルスの影響によって、年度末の事業などの中止から歳出において不用額が目

立つ決算となっているものの、おおむね適正に執行されたものと認めたところでございます。 

 一般会計と特別会計の決算総額は、歳入が８１億７,２７１万６千円で、歳出が７８億８,７１４万３千

円で、翌年度繰越額の４,４９０万５千円を差し引いた実質収支額は、２億４,０６６万８千円の黒字とな

ったところでございます。 

 次に、町税につきましては、６億４,３７８万９千円で、前年度より２,２２４万４千円の増、税外収入

は６,７９９万円で８７５万１千円の減、３特別会計の保険料合計は４億３,８０９万９千円で、４５６万

２千円の増となっております。 
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 収入率は町税が△０.２１％の減少、税外収入は０.０７％上昇、特別会計保険料は、０.２４％の減少

となっておりますが、町税は３か年連続の減少で、未収入額も増加が続いており、特に軽自動車税の収入

率は過去においても最も低い数字となっております。 

 国民健康保険料の収入率は９７.８４％と２か年で減少し、未収額は２年前の倍以上の５５０万４千円

と大きく増加しております。 

 保険料の滞納は保険証の有効期限や調整交付金にも影響いたしますので、保険制度に対する理解と納付

意欲の向上を努めるとともに、町税等に対する認識を高め、町民負担の公平性の維持に向け、さらなる徴

収の強化をお願いいたします。 

 次、一般会計における指標でございますが、経常収支比率、公債費負担比率ともに減少しておりますが、

それぞれ一定の目安となる数値を引き続き超過していることから、現在進められております農業拠点施設

や複合庁舎などの大型事業により、今後も難しい財政運営が求められるものと思っております。 

 続きまして、簡易水道と農業集落排水の事業会計について、説明いたします。 

 両会計とも令和２年４月より公営企業会計に移行し、初めての決算となるため、本意見書において、前

年度との比較ができない事項については、当該年度の数字のみの記載となっております。 

 各事業会計決算審査意見書２ページになります。 

 最初に簡易水道事業会計でございますが、経営成績については、営業収益から営業費用を差し引いた営

業利益は、△９,７９８万６千円で、他会計補助金等の営業外収益等により、当年度純利益は８１７万

１千円となっております。 

 業務実績は給水戸数が前年度より７戸増の１,９６６戸、普及率は９５.７％となっております。事業収

益は１億９,３２２万１千円で、営業収益の大半を占める水道使用料の現年度収納率は９９％で、未収額

は８５万６千円となっております。 

 次に、６ページの農営集落排水事業会計でございますが、経営成績については、営業収益から営業費用

を差し引いた営業利益は、△１億３５２万９千円で、他会計補助金等の営業外収益等により当年純利益は

１,０２５万円となっております。業務実績は水洗化戸数が１,４５４戸、処理区域内人口普及率は

９７.１％となっております。事業収益は１億７,８０６万９千円で、営業収益の大半を占める農業集落排

水使用料の現年度収入率は９８.６％で、未収額は８７万４千円となっております。 

 以上が事業会計の決算審査の概要でございますが、令和２年度より公営事業会計に移行され、前年度ま

でと全く違った経理方法に担当者の苦慮も見受けられますが、財政状況の明確化による経営の効率化に向

け、複雑な公営事業会計事務の習得に努力をお願いしたいと思います。 

 各使用料金の未収金については、使用者の負担の公平性や健全財政確保の上から、引き続き積極的な解

消に努めていただきたい。未処分利益余剰金については、公営企業の原則に基づき対応をお願いいたしま

す。 

 今後、両事業においては、利用者の減少と各施設や管路の更新等による経費の増加など経営環境は厳し

いと推察されます。 

 上下水道は生活に欠かすことのできないものであり、今後も引き続き住民生活の向上に向け、長期的で

健全な事業運営に努力をお願いいたします。 

 以上が決算概要でございますが、全体を通じ、高齢化と人口減少に伴う様々な行政課題に対処するには、

将来につながる事業の選択と集中が重要になってきますが、次世代に過度の負担を強いることのない持続

可能な財政運営に努められることを切に願い、決算審査の意見とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（坂田秀昭君）各執行機関及び監査委員に対して質疑を受けます。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件につきましては、議長及び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、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、本件については、議長及び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、

これに付託の上、審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委員長を議会運営基準

に基づき、議長から指名することにいたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、決算審査特別委員会の委員長に髙橋隆文議員、副委員長に工藤孝一議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。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。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（坂田秀昭君）御異議ないものと認めます。 

 よって、決算審査特別委員会が終了するまで休会といたします。 

 

     ◎散会の宣告 

○議長（坂田秀昭君）以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これをもって散会といたします。 

 

（午後３時０５分）    
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