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平成２０年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第１日目） 

 

 

平成２１年 ９月１６日（水） 

  開 会    午後 １時２０分 

    散  会        午後  ３時００分 

 

 

●出席委員（７名） 

    委 員 長      加 藤 健 次               委  員  藤 田 春 男 

    副委員長    畠 山 英 樹              委  員  細 矢 定 雄 

    委  員    勝 又 武 司               委  員  中 西 安 次 

委  員  澤 田 伸 幸              ※議 長    村 尾 富 造 

 

 

●欠席委員 

  中西安次（１６日） 

 

 

●説明のため出席した者の職氏名 

  町  長             橋 場   博                    

    副町長              櫛 引 政 明 

    総務課長             古 谷 一 夫 

総務Ｇ総括主査        岸 本 幸 雄 

  総務Ｇ主査          宮 津 貴 司    

企画財政Ｇ主幹        澤 本 正 弘 

    企画財政Ｇ主査        伊 藤 浩 幸 

     〃           熊 谷 雄 二 

    町民課長           小笠原 利一郎 

  町民生活Ｇ主幹        二 瓶 正 規 

  町民生活Ｇ主査        梅 村 百合子 

     〃           野呂田 成 人 

     〃           原 田 賢 一 

税務・収納Ｇ総括主査     溝 口 富 男 

  税務・収納Ｇ主査       小 林 義 仁 

保健福祉課長         島 澤 栄 一 

    保健Ｇ総括主査        薗 部   充 

保健Ｇ保健師長        太 田 富士子 

  福祉介護主幹         小 貫 信 宏 
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  福祉介護Ｇ主査        武 山 悦 子 

  産業課長           宇 野   充 

 農業Ｇ総括主査        河 合 雄 司 

 農業Ｇ主査          泉 井 健 志 

 商工観光・林政Ｇ総括主査   進 藤 和 久 

 商工観光・林政Ｇ主査     山 口 史 朗 

   〃           樫 村 亨 子 

建設課長           坂 本 哲 夫 

建設管理Ｇ総括主査      岡 崎   亨 

建設管理主査         清 水 俊 行 

   〃           佐々木 順 子 

上下水道・公住Ｇ総括主査   藤 代 弘 輝 

上下水道・公住Ｇ主査     大 藤   昇 

上下水道・公住Ｇ主任     荒   一 喜 

出納室長           谷   秀 三 

    消防分署長          高 橋 俊 幸 

    救急係長           君 島 晴 男    

    予防係長           小笠原 明 博 

  教育長            荻 野 美 樹 

    生涯教育課長         斉 藤 敏 美 

    学校教育Ｇ主幹        鈴 木   敏 

  学校教育Ｇ主査        清 田 憲 宏 

  社会教育Ｇ主査        武 山 雄 一 

〃           本 松 昭 仁 

     〃           松 木 治 巳 

焼酎事業所主査        松 浦   聡 

 

 

●職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長           村 上 孝 一 

    主  査           鈴 木 美穂子 

 

 

●開会宣告 

 

○委員長 

  これより、平成２１年度各会計歳入歳出決算の審査を行います。 
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○委員長 

 決算審査特別委員会の開催にあたり、一言、ごあいさつを申し上げます。 

私が委員長、畠山委員が副委員長として選出され、この決算審査特別委員会の運営という重責

を担うことになりました。どうぞよろしくお願いをいたします。 

ご存知のとおり、世界的な金融不安に端を発した景気の悪化により、地域経済、雇用環境の厳

しさは依然続いており、これらは決算に見る徴税等の状況にもその影響が表れていると思われま

す。振り返ると、昨年は町単独の緊急経済対策や国の経済危機対策など、地域経済の底割れ回避

をするため様々な施策が実施されてきた１年でもあります。財政運営においては町民の要望や山

積する行政課題を解決するため、限られた財源をより効果的に、より効率的に使っていく工夫と

努力が益々求められていると思います。本定例議会に平成２０年度各会計の決算認定が提案され、

本日から１８日まで３日間かけて審査を行うこととなりました。ご案内のとおり、決算審査は議

会が決定した予算が適正の執行されたかどうかを審査し、その効果を評価するものであり、極め

て重要な意味を持っていると思います。そういう意味において、各委員の将来展望に立った建設

的な意見と理事者側の明解なる答弁を頂きたいと思います。３日間、委員各位、そして理事者各

位の特段のご協力を頂きますよう、お願いを申し上げ挨拶といたします。どうぞ宜しくお願いを

いたします。 

 

○委員長 

  これより平成２０年度各会計の決算審査を行います。 

 審査の日程、進め方について、事務局長に説明させます。事務局長 

  

○事務局長 

（決算審査特別委員会資料により説明） 

 

○委員長 

  審査の日程、進め方についての説明を終わります。 

監査委員より、決算審査意見書の報告を求めます。代表監査委員 篠田恵介さん。 

 

○代表監査委員 

（決算審査意見書により報告） 

 

○委員長 

 決算審査意見に対する質疑を行います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ここで、町長より挨拶がございます。 
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○町長  

 決算審査特別委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと存じます。 

 この度審査をお願いたします平成２０年度会計は、一般会計と７つの特別会計を合わせますと

歳出で総額７０億９千万円となります。平成２０年度は、景気後退下の中での地域振興対策並び

に地元消費拡大対策として地域振興券発行事業、公共施設整備緊急事業を実施し地域活性化に寄

与することができました。特に、この平成２０年度の特異的事項といたしまして、２ヶ年計画の

後期分１０億円を超える畑総事業の繰上げ償還を終えることができました。また、一般会計歳入

の面におきましても、厳しい国家財政の中にありまして安定した収入の確保をすることができま

した。監査委員さんにおかれましては、８月２１日から９月３日までの長い期間に渡りまして一

般会計と７つの特別会計、歳入歳出の決算監査を実施して頂きました。監査委員さんに心よりお

礼申し上げます。 

 さて、いよいよ変革の時を迎えようとしております。市町村を取り巻く環境は一層変化の激し

い時代となって参りました。このような中にありまして、おかげ様で清里町におきましては堅実

な財政運営の基に会計年度を終結することができました。また、予定されておりました諸般の事

業も全て順調に執行することができました。これひとえに、議員各位のご指導、ご支援の賜物で

ありまして心から感謝とお礼を申し上げます。これから審議に入る訳でありますが、議員各位に

おかれましては、どうか宜しくご審議を賜わりますようお願い申し上げ、挨拶とさせていただき

ます。 

 

○委員長 

 ここで、監査委員は退席いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（退席） 

 

○委員長 

 各会計の決算内容について説明を求めます。 

はじめに、一般会計の決算内容について説明を願います。 

 

○総務課長 

平成２０年度各会計の決算審査に当たり、各決算内容についてご説明申し上げます。 

説明に先立ち、提出いたしております資料の確認をお願いいたします。決算書につきましては

一般会計と特別会計の２冊となっており、斜里地区消防組合清里分署決算書につきましては、特

別会計の最後に合冊いたしております。財産に関する調書につきましては各会計決算書の最後に

編纂いたしております。また、清里町各会計歳入歳出決算説明書・主要な施策の成果を説明する

書類を併せて提出いたしております。なお、詳細にわたる決算審査意見報告が代表監査より行わ

れており、多くの部分が重複することから、出来うる限り要点のみの説明とさせて預くことをご

了解頂きたいと存じます。 

 それでは、会計別決算の総括並びに一般会計決算についてご説明を申し上げますので、平成２

０年度清里町各会計歳入歳出決算説明書・主要な施策の成果を説明する書類の１ページをお開き
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頂きたいと存じます。平成２０年度各会計別決算総括表を初めにご説明いたします。合計欄で申

し上げます。一般会計から焼酎事業特別会計まで８会計の総額は、歳入が予算額７２億３千３１

９万１千円に対し、決算額は７２億５千６８１万４千円で、執行率は１００．３３％となってご

ざいます。歳出につきましては、同じく予算額７２億３千３１９万１千円に対し、決算額は７０

億９千２万９千円、執行率は９８．０２％となってございます。なお、歳入歳出差引残高は１億

６千６７８万５千円となってございます。昨年度の決算額と比較しますと、平成１９年度は歳入

が８８億４千３８万６千円、歳出が８７億２５０万円であり、歳入で約１５億８千万円、歳出で

約１６億１千万円の減となってございますが、その要因は国営小清水地区畑地帯総合パイロット

事業償還負担の差額及び老人保健特別会計から後期高齢者医療特別会計への移行が主な要因とな

ってございます。会計別では前年度決算額との比較においては、歳出ベースで一般会計が約１１

億円の減となっているほか、介護会計が約２千万円の増、国保会計がほぼ同額、老人保健会計が

後期高齢者医療特別会計への移行により約５億 4 千万円の減、新たに設けられました後期高齢者

医療特別会計が４千５３２万円の歳出決算、他の３特別会計、簡易水道会計、農業集落排水会計、

焼酎会計はほぼ前年度並みの決算となってございます。 

続いて一般会計決算の状況についてご説明いたしますので、２ページをお開き頂きたいと存じ

ます。平成２０年度の歳入総額は５６億３千３５７万７千円、歳出総額は５４億９千３１０万８

千円、歳入歳出差引額は１億４千４６万９千円となっており、翌年度へ繰越すべき財源は繰越明

許費の３千３３３万８千円、実質収支額は１億７１３万１千円となってございます。実質収支額

の内容は、歳入の増に伴うものが４千２３万６千円、歳出の不用額に伴うものが６千６８９万４

千円となってございます。なお、単年度収支額につきましては７７２万１千円の黒字となってご

ざいます。また、平成１９年度との比較は、記載の通りとなっておりますのでご参照頂きたいと

存じます。続きまして３ページをご覧頂きたいと存じます。款別決算額調べの歳入についてご説

明を申し上げます。一番下の合計欄でご説明申し上げます。予算現額５６億２千９３万７千円に

対し、調定額は５６億４千３３３万７千円、収入済額は５６億３千３５７万７千円であり、不納

欠損額は５７万５千円、収入未済額は９１８万５千円、前年度との比較では不納欠損が９万円、

収入未済額は１０４万７千円の増となってございます。不納欠損につきましては先ほど監査委員

の報告があった通り、町税が５７万２千円ですが、その内、町民税が３２万７千円、固定資産税

が２４万５千円の内訳になってございます。また、使用料及び手数料が３千円となってございま

すが、内容は税務の督促手数料となってございます。収入未済額につきましては、町税が８２４

万７千円となっており、その内、町民税が４５４万７千円、固定資産税が３６６万９千円、軽自

動車税が３万２千円となっています。詳細につきましては後ほど、歳入の税のなかでご説明申し

上げます。使用料及び手数料の９３万８千円は、使用料が９０万６千円となっており全て町営住

宅使用料となってございます。また、手数料３万３千円は税の督促手数料３万円及び町営住宅の

督促手数料３千円となってございます。予算現額に対する増減額は１千２６４万円の増であり、

収入割合は予算現額に対して１００．２％、調定額に対して９９．８％となってございます。な

お、科目別の歳入割合につきましては地方交付税が全体の４３．０％と最も高く、次いで国営畑

総事業負担金の償還に伴う町債が１３．２％、同じく基金からの繰入金が１０．５％となってご

ざいます。 

続いて４ページをご覧頂きたいと存じます。歳出の款別決算額調べですが、合計欄で説明申し
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上げます。予算現額５６億２千９３万７千円に対し、支出済額５４億９千３１０万８千円、翌年

度繰越額は６千９３万５千円であり、不用額は６千６８９万４千円となってございます。執行割

合は予算額に対して９７．７％、翌年度繰越額の内訳は、総務費の定額給付金事業が８３万２千

円、土木費の公営住宅建設事業が６千１０万３千円となってございます。なお、歳出全体に対す

る各科目の割合は、平成２０年度より職員人件費を総務費に集約したことにより２３．９％と一

番高く、次いで国営畑総償還事業により農林水産業費が２１．９％、さらに起債の償還がピーク

に達したことにより公債費が１９．９％となってございます。各科目の不用額の主な内容つきま

しては、総務費にありましては一般管理費の旅費、財産管理費の需用費と備品購入費、総合庁舎

管理費の需用費、徴税費の償還金利子及び割引料、民生費では各種扶助や給付・補助・支援事業

の実績清算に係る負担金補助及び交付金及び委託料となってございます。衛生費におきましては

保健福祉センター費の需用費。農林水産業費におきましては林業振興費の負担金補助及び交付金

となっております。商工費では温泉施設費の委託料。教育費につきましては各施設管理費関係の

需用費が主な内容となっております。続いて、５ページ並びに６ページにつきましては、歳入歳

出の附表として款の科目別に決算額の比率の高い順にグラフにしたものでありご参照下さい。 

７ページをご覧頂きたいと存じます。歳入の性質別財源構成比較表について説明いたします。

歳入の調達方法から依存財源と自主財源に区分すると共に、使途別の充当区分である特定財源と

自主財源に分類をいたしております。まず２０年度決算額５６億３千３５７万７千円の内、依存

財源は３９億２千４３８万７千円で構成比 ６９．７％、自主財源は１７億９１９万円で３０．

３％となってございます。また、特定財源につきましては１６億７千２９７万２千円で構成比２

９．７％、一般財源は３９億６千６０万５千円で７０．３％となってございます。平成１９年度

と比較いたしますと、依存財源で１億５千１９万５千円の増、自主財源で１２億６千２１０万８

千円の減、合計１１億１千１９１万３千円の減となってございます。前年度との比較におきまし

ては、依存財源にあっては景気低迷による自動車販売台数の減の影響により自動車取得税交付金

が８０３万４千円の減、地方特例交付金が児童手当制度の拡充影響により３４１万３千円の増、

地方交付税は全体としては７３４万８千円の減となりましたが、普通交付税では起債償還の理論

償還算入の終了及び町民税法人割の増により２千２３９万５千円の減、特別交付税は１千５０４

万７千円の増となってございます。国庫支出金は国の緊急経済対策に伴う地域活性化・生活対策

臨時交付金、緊急安心実現総合対策交付金、定額給付金事業補助に加え、公営住宅建設事業交付

金の増により３億２千４０２万８千円の大幅な増、町債は国営畑総事業繰上償還事業の前年度差

額影響により１億６千２６０万円の減となってございます。自主財源におきましては、町税は新

たな農業所得政策影響と引き続く景気後退による影響及び特定法人の所得割皆減の影響により９

千２３２万７千円の減、分担金及び負担金は国営畑総繰上償還の受益者負担分が前年度全額繰上

げ償還となった影響により８億６千９１３万１千円の大幅減、財産収入は前年度に法定外等の町

有地売り払い処分がほぼ完了したことにより１千８４２万８千円の減となってございます。繰入

金は、主に町負担分の国営畑総繰上償還に伴う減債基金からの繰入措置となっておりますが、年

度償還額の差額の影響により２億７千２９８万１千円の減となってございます。 

 続いて８ページ、歳出の性質別財源構成比較表をご覧頂きたいと存じます。歳出につきまして

は消費的経費と投資的経費に経費分類し、加えてその財源の充当について特定財源と一般財源に

区分いたしております。合計欄で説明いたします。平成２０年度決算額は５４億９千３１０万８
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千円であり、決算時における財源の内訳は、特定財源が１６億７千２９７万２千円で構成比は３

０．５％、一般財源は３８億２千１３万６千円で６９．５％となってございます。また、経常的

な一般財源は２５億２千４９０万３千円で、経常収支比率は８５．３％となってございます。な

お、昨年度は８４．６％であり０．７％の増となってございます。また、投資的経費の決算合計

額は１６億２５１万５千円で、昨年度と比較すると１３億１千４８３万９千円の減となっていま

すが、これも国営畑総繰上償還事業の年度間償還額の差によるものとなってございます。 

 続いて、９ページをご覧下さい。本表は消費的経費のうち人件費と物件費について款別に区分

したものですが、１の人件費は７億８千３６９万５千円と、前年度比８３９万円の増となってご

ざいます。２の物件費は８億６千７６８万４千円で、前年度比４千９５６万１千円の減となって

おり、需用費及び委託料が主な減の要因となってございます。１０ページをご覧頂きたいと存じ

ます。本表は債務負担行為の総括表となっており、年度区分の前年度末は平成１９年度末、決算

年度は平成２０年度、翌年年度以降は平成２１年度以降となってございます。決算年度全体の債

務負担の件数は３４件で、平成２０年度中における債務負担支払額は、１１ページの国営小清水

地区畑地帯総合土地パイロット事業負担金償還事業の１０億６千７０４万１千円を始め、全部で 

３１件、総額１２億２千２７５万１千円となってございます。２０年度中における新たな債務負

担行為は農業経営基盤強化資金利子助成事業（その１４）と基幹税システム改修事業の２件であ

り、同年中の終了は７件となっております。また、平成２１年度以降の債務負担つきましては２

６件で、総額３億２千５１４万１千円となっております。１２ページをご覧頂きたいと存じます。

地方債の現在高調についてご説明いたします。合計欄でご説明申し上げます。平成１９年度末の

現在高が９４億１千５５６万８千円、平成２０年度中における発行額は７億４千５００万円であ

り、当該年度における償還額は元利合わせまして１０億９千２４９万５千円となってございます。

従って、平成２０年度末の現在高は９２億３千６６７万１千円となり、１９年度末と比較し１億

７千８８９万７千円の減となってございます。普通交付税の算入による財政措置は５億６千６８

万３千円となります。以下１３ページから７０ページまでは主要施策の成果、７１ページから８

０ページまでは決算不用額の主な内容、８１ページは各施設の経常収支状況となっておりますが

説明は省略させていただきます。それでは、別冊の一般会計決算書の６７ページをご覧頂きたい

と存じます。実質収支に関する調書となっておりますが、３の歳入歳出差引額は１億４千４６万

９千円となっており、４の翌年度へ繰越すべき財源は繰越明許費繰越額が３千３３３万８千円と

なっており、実質収支額は１億７１３万１千円の黒字なってございます。なお、繰越明許費につ

きましては、先ほどご説明いたしました公営住宅建設事業に係る一般財源の繰越によるものでご

ざいます。 

続いて財産に関する調書の説明を行いますので、次のページのさらに１枚後の１ページをご覧

頂きたいと存じます。まず初めに、１の公有財産の土地及び建物について合計欄でご説明申し上

げます。土地につきましては、２０年度中の増減は５万５千２８．９９平方メートルの減であり、

年度末の現在高は９５１万６千３１７．２７平方メートルとなっております。なお、青葉牧場の

廃止により当該土地を行政財産から普通財産に移し変えするとともに、主な減の要因は法定外用

地の売払い措置によるものでございます。また、建物につきましては木造が２６５．８７平方メ

ートルの減、非木造が１９８．７５平方メートルの増となり、年度末の現在高が８万６千７０３．

３４平方メートルとなっておりますが、主な内容は木造においては職員住宅の取り壊しによる減、
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非木造においては地域特別賃貸等住宅の建設による増と公営住宅取り壊しによる減のとなってご

ざいます。なお、次の２ページから４ページにわたり行政財産と普通財産に区分し年度中の増減

及び決算年度末現在高を記載いたしておりますので、ご参照頂きたいと思います。５ページをご

覧下さい。（２）の物件及び（３）の有価証券については移動及び増減が生じておりません。（４）

の出資による権利につきましては、北網ふるさと市町村圏組合の解散に伴う出資金の返還により、 

３千２３０万円の減。そして、新たに設立されました地方公営企業等金融機構への出資により９

０万円の増となり、全体としては差額の３千１４０万円の減となってございます。６ページをご

覧頂きたいと存じます。２の物品につきましては決算年度中に移動図書館車の売り払いを行って

おり、決算年度末におきましては３４台の所有となっております。３の債権につきましては増減

はございません。４の基金につきましては山林及び奨学資金貸付金、町民海外派遣研修事業貸付

基金については増減が生じておりませんが、基金につきましては国営小清水地区畑総事業負担金

繰上げ償還を主な要因といたしまして４億２千６７０万９千５８６円の減となってございます。

なお、北海道備荒資金につきましては配当積み立てによる９６万６千２５８円の増となっており、

合計では４億２千５７４万３千３２８円の減となってございます。次の７ページ８ページにつき

ましては、教育委員会生涯教育課長よりご説明申し上げます。 

 

○生涯教育課長  

 基金の運用状況について、７ページと８ページでご説明申し上げます。７ページをお開き願い

ます。清里町奨学資金貸付基金運用状況につきましてご説明を申し上げます。この基金は地方自

治法第２４１条の規定に基づく資料でございまして、議会に提出するものでございます。基金の

総額は、決算年度末現在４千５００万円で増減はございません。貸付総額は１億３千３５９万５

千円、２０年度の貸付５名、１０２万円が増となっております。償還総額は１億７５６万２千５

００円で、２０年度の償還分５７人、５４９万９千円の増となっております。現在高は１千８９

６万７千５００円となっております。続きまして９ページをお開き願います。清里町町民海外派

遣研修事業資金貸付基金運用状況についてご説明を申し上げます。基金の総額は９００万円で、

前年度との増減はございません。基金につきましては備考欄に記載のとおり、４団体より資金造

成されたものでございます。貸付額につきましては２千７５４万８千円で、２０年度の貸付１人、

１４万３千円が増となっております。償還額につきましては２千７３０万５千円で、２０年度償

還２万９千円が増となっております。現在高は８７５万７千円となっております。以上、２つに

基金についての運用状況についての説明を終わります。 

 

○委員長 

 次に介護保険事業特別会計の説明を願います。 

 

○保健福祉課長 

 平成２０年度清里町介護保険事業特別会計の決算状況について、 清里町特別会計歳入歳出決算

書と各会計歳入歳出決算説明書とでご説明したいと思います。最初に各会計歳入歳出決算説明書

の、中程の薄茶色のカラー用紙の仕切りから介護保険事業特別会計になりますので、１ページの

第１表款別決算額調についてご説明したいと思います。 
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歳入の決算額については合計額でご説明いたしますと、予算現額が３億８千４４７万９千円に

対しまして調定額は３億８千９５２万８千円、収入済額は３億８千８６８万３千円、未収入額は

８４万５千円となっております。また、未収入額の内訳につきましては､介護保険料が８４万１千

円、督促手数料が４千円となっております。予算現額に対する増減額は４２０万４千円の増で、

主なものといたしましては国庫支出金２９９万３千円となっております。収入割合は予算現額に

対して１０１．１％、調定額に対し９９．８％となっております。続きまして歳出についてであ

りますが、予算現額が３億８千４４７万９千円に対しまして支出済額３億７千８８５万８千円、

不用額につきましては５６２万１千円であり、主なものにつきましては保険給付費の５０２万４

千円であります。支出割合は､予算現額に対し９８．５％となっております。次に２ページをお開

き願います。第１表の附表につきましては、ただ今説明いたしました款別決算額調を棒グラフに

したもので、説明は省略させて頂きます。 

次の３ページの第２表性質別経費分析表では、左から３列目の負担金補助及び交付金の合計額

が３億５千６８２万４千円と、全体の９４．２％を占めております。次に４ページをお開き願い

ます。第２表の附表は、ただ今第２表で説明いたしました経費、各款の中で節の経費の分類とな

っておりますので説明は省略させて頂きます。 

 次に、別冊の特別会計歳入歳出決算書の介護保険事業特別会計の８ページをお開き頂きたいと

思います。実質収支に関する調書をご説明いたします。歳入総額は３億８千８６８万３千円、歳

出総額は３億７千８８５万８千円、歳入歳出差引額及び実質収支額は９８２万５千円となってお

ります。 

次に、9 ページの財産に関する調書の基金についてご説明いたします。前年度末残高が１千３

０４万３千１９８円。決算年度中の積立額は、介護保険事業基金と介護従事者処遇改善臨時特例

基金を合わせまして１千１８万５千８８３円で、決算年度末の現在高は、合計額で２千３２２万

９千８１円となっております。以上で決算書の説明を終わらせて預きます。 

 
○細矢委員 

 説明書の２ページが印刷漏れになっています。 

 （資料差し替え） 

 

○委員長 

 他の方は。いなければ、細矢委員、進めて宜しいですか。 

 次に国民健康保険事業特別会計の説明を願います。 

 

○町民課長 

 平成２０年度国民健康保険事業特別会計決算状況について、ご説明申し上げます。平成２０年

度清里町特別会計歳入歳出決算書と併せまして、平成２０年度各会計歳入歳出決算説明書をご用

意頂きたいと思います。各会計歳入歳出決算説明書の黄色の仕切り１ページ、第１表款別決算額

調についてご説明申し上げます。 

まず初めに、歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額が７億７千９

９６万１千円に対し、調定額は７億９千４３８万３千円、収入済額は７億８千５１万８千円、不

能欠損額は５３万円、収入未済額１千３３４万５千円となっております。不能欠損額の内訳は国
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民健康保険税が５２万８千円、督促手数料が１千３００円となっております。また、未収入額の

内訳は、国民健康保険税が現年課税分２７４万５千５００円、滞納繰越分１千５７万６千９１円、

合わせて 1 千３３２万１千５９１円、督促手数料が 2 万３千９００円となっております。予算現

額に対する増減額は５５万８千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し１００．１％、

調定額に対し９８．３％となっております。 

次に、歳出の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額が７億７千９９６万

１千円に対し、支出済額は７億７千９３８万円、不用額５８万１千円となっております。予算現

額に対する執行割合は９９．９％となっております。２ページをお開き下さい。第１表の附表で

あり、ただ今説明いたしました款別決算額調を棒グラフにしたもので、説明は省略させて預きま

す。 

 
○委員長 

資料の印刷漏れのため暫時休憩いたします。 
 

○委員長 
会議を再開いたします。説明を続けて下さい。 

 
○町民課長 

３ページをご覧下さい。第２表は歳出の款の性質別経費の分析表であり、中ほどにございます
負担金補助及び交付金が７億３千６３１万９千円と全体の９４．５％を占めております。４ペー
ジをお開き下さい。第２表の附表であり、各款の中における節の経費調べにつきましては説明は
省略させて預きます。５ページをご覧下さい。決算不用額の主な内容につきましては記載のとお
りであり、説明を省略させて頂きます。 

続きまして、清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書の１１ページをお開き下さい。
実質収支に関する調書についてご説明申し上げます。歳入総額は７億８千５１万８千円、歳出総
額は７億７千９３８万円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は、ともに１１３万８
千円となっております。 

１２ページをお開き下さい。財産に関する調書についてご説明いたします。国民健康保険事業

基金につきましては、前年度１９年度末の現在高が４千５００万円、決算年度中の増減高は１千

の減、平成２０度末の現在高は、３千５００万円となっております。以上で決算書の説明を終わ

ります。 

 

○委員長 

 次に老人保健特別会計の説明を願います。 

 

○町民課長 

 平成２０年度老人保健特別会計決算状況について、ご説明申し上げます。老人保健特別会計の

決算書１ページの第１表款別決算額調についてご説明申し上げます。 

まず初めに、歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額が７千４０６

万円に対し、調定額７千７１６万６千円、収入済額も同じく７千７１６万６千円、不能欠損額及

び収入未済額はございません。予算現額に対する増減額は３１０万６千円の増となっております。
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収入割合は予算現額に対し１０４.２％、調定額に対し１００.０％となっております。 

次に、歳出の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額が７千４０６万円に

対し、支出済額は７千４０５万９千円、不用額１千円となっております。予算現額に対する執行

割合は１００％となっております。２ページをお開き下さい。第１表の附表であり、ただ今説明

いたしました款別決算額調を棒グラフにしたもので、説明は省略させて預きます。 

３ページをご覧下さい。第２表は歳出の款の性質別経費の分析表であり、負担金補助及び交付

金が５千５１３万２千円と全体の７４.４％を占めております。４ページをお開き下さい。第２表

の附表であり、各款の中における節の経費調べにつきましては説明は省略させて預きます。 
続きまして、実質収支に関する調書についてご説明申し上げますので、別冊の清里町老人保健

特別会計歳入歳出決算書の最終ページ、４ページをお開き下さい。実質収支に関する調書につい
てご説明いたします。歳入総額は７千７１６万６千円、歳出総額は７千４０５万９千円となって
おり、歳入歳出差引額並びに実質収支額は、ともに３１０万７千円となっております。以上で説
明を終わります。 

 

○委員長 

 次に後期高齢者医療特別会計の説明を願います。 

 

○町民課長 

 平成２０年度後期高齢者医療特別会計決算状況について、ご説明申し上げます。後期高齢者医

療特別会計の１ページ、第１表款別決算額調についてご説明申し上げます。 

まず初めに、歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額が４千６４９

万３千円に対し、調定額は４千６４９万４千円、収入済額は４千６４９万１千円、不能欠損額は

ございません。収入未済額３千円となっております。予算現額に対する増減額は２千円の減とな

っております。収入割合は、予算現額及び調定額に対し 100.0％となっております。 

次に、歳出の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額が４千６４９万３千

円に対し、支出済額は４千５３２万円、翌年度繰越額１１６万６千円、不用額７千円となってお

ります。予算現額に対する執行割合は９７.５％となっております。２ページをお開き下さい。第

１表の附表であり、ただ今説明いたしました款別決算額調を棒グラフにしたもので、説明は省略

させて預きます。 

３ページをご覧下さい。第２表は歳出の款の性質別経費の分析表であり、負担金補助及び交付

金が４千４３３万１千円と全体の９７.８％を占めております。４ページをお開き下さい。第２表

の附表であり、各款の中における節の経費調べにつきましては説明は省略させて預きます。 

続きまして、実質収支に関する調書についてご説明申し上げますので、別冊の清里町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算書の最終ページ、４ページをお開き下さい。実質収支に関する調書

についてご説明いたします。歳入総額は４千６４９万１千円、歳出総額は４千５３２万円となっ

ております。歳入歳出差引額１１７万１千円、繰越明許費繰越額１１６万６千円、実質収支額５

千円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

次に簡易水道事業特別会計の説明を願います。 
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○建設課長 

平成２０年度簡易水道事業特別会計の決算状況についてご説明申し上げます。各会計歳入歳出

決算説明書の水色の仕切りのところをお開き下さい。１ページの第１表款別決算額調について、

ご説明申し上げます。 

まず初めに、歳入の款別決算額について合計額によりご説明申し上げます。予算現額８千１４

１万７千円に対し、調定額８千３４１万４千円、収入済額８千２９１万７千円、不納欠損額はご

ざいません。未収入額は４９万７千円となっております。また、未収入額の内訳は、水道使用料

の現年度分が３０万４千２３０円、滞納繰越分が１８万１千９１０円、そして督促手数料が１万

９００円となっております。予算現額に対する増減額は１５０万円の増となっており、収入割合

は予算現額に対し１０１.８％、調定額に対して９９.４％となっております。 

続きまして、歳出の款別決算額についてでありますが合計欄で申し上げます。予算現額８千１

４１万７千円に対して、支出済額７千８０４万６千円、不用額３３７万１千円となっております。

予算現額に対する執行割合は９５.９％となります。不用額の主な内容につきましては、９ページ

に記載されておりますので、説明は省略させて預きます。２ページにつきましては第１表の附表

であり、ただ今説明いたしました款別決算額調を棒グラフにしたものでございますので説明は省

略させて預きます。 

３ページの第２表は款の性質別経費分析表でありますが、中程にございます公債費が３千１６

１万５千円と全体の４０.５％を占めております。続いて４ページをお開きください。４ページは

第２表の附表であり、各款の中における節の経費の調です。説明は省略させて頂きます。５ペー

ジは債務負担行為の内訳であり、水道メーター器検針業務用機器リース事業について記載のとお

り平成１６年度より債務負担行為を行っており、平成２０年度で終了いたしております。続いて

６ページをお開きください。６ページ第３表は地方債現在高調であり、合計額で説明いたします。

区分は簡易水道債と過疎債であり、平成１９年度末現在高が３億５千９７８万４千円、平成２０

年度発行額はございません。平成２０年度の償還額は元利合わせて３千１６１万５千円となって

おり、平成２０年度に普通交付税に算入された額は 1 千６９７万６千円。平成２０度末現在高は

３億３千５１７万１千円となっております。７ページから８ページまでの主要施策の成果並びに

９ページの決算不用額につきましては、説明を省略させて頂きます。 

続きまして、平成３０年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の６ペ－ジ、実質収支

に関する調書をお開き下さい。歳入総額は８千２９１万７千円、歳出総額７千８０４万６千円と

なっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は、ともに４８７万１千円となっております。 

続いて７ページをお開きください。財産に関する調書についてご説明申し上げます。１の公有

財産の土地及び建物、物権と２の物品につきましては、増減はございません。３の基金につきま

しては、前年度平成１９年度末の現在高が５千４９７万６千０４８円であり、決算年度中の増減

高は３８９万９千円の減。決算年度末現在高、平成２０年度末現在額につきましては５千１０７

万７千０４８円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

次に農業集落排水事業特別会計の説明を願います。 
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○建設課長 

 平成２０年度農業集落排水事業特別会計決算状況についてご説明申し上げます。各会計歳入歳

出決算説明書の紫色の仕切りのところをご覧下さい。１ページの第１表款別決算額調について、

ご説明申し上げます。 

まず初めに、歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。予算現額１億３千４４

４万５千円に対し、調定額１億３千６２１万８千円、収入済額は１億３千５６８万２千円であり、

不納欠損額はございません。また未収入額は５３万６千円となっております。未収入額の内訳と

いたしましては、使用料の現年度分が３４万５千７３０円、滞納繰越分が１８万９００円、督促

手数料が９千８５０円となっております。予算現額に対する増減額は１２３万７千円の増となっ

ており、収入割合は予算現額に対し１００.９％、調定額に対して９９.６％となっております。 

続きまして、歳出の款別決算額についてでありますが、予算現額１億３千４４４万５千円に対

して、支出済額１億３千２７１万８千円、不用額は１７２万７千円となっております。予算に対

する執行割合は９８.７％となっております。不用額の主な内容につきましては、７ページに記載

しておりますので、説明は省略させて頂きます。２ページは第１表の附表であり、ただ今説明い

たしました款別決算額調を棒グラフにしたものでございますので、説明は省略させて頂きます。 

続きまして３ページをご覧下さい。３ページの第２表は款の性質別経費分析表であり、一番下

の合計でご説明申し上げますが、右側にございます公債費の合計が９千３７５万３千円で、全体

の７０.７％を占めており、大きなウエイトを占めております。続いて４ページは第２表の附表で

あり各款の中における節の経費調でございます。説明については省略させて頂きます。次に５ペ

ージをお開き下さい。第３表は地方債の現在高調ですが、合計額で説明をいたします。平成１９

年度末現在高は９億７千２８５万９千円、平成２０年度発行額はございません。平成２０年度中

の償還額は元利合わせて９千３７５万３千円であり、平成２０年度に普通交付税に算入された額

は５千５３４万１千円となっており、平成２０年度末の現在高は９億３１５万４千円となってお

ります。続いて６ページの主要施策の成果及び７ページの決算不用額につきましては、説明を省

略させて頂きます。 

続きまして、平成２０年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書の５ページ、実質

収支に関する調書をお開き願います。歳入総額１億３千５６８万２千円、歳出総額１億３千２７

１万８千円となっており、歳入歳出差引額、実質収支額とも２９６万４千円となっております。 

 続いて６ページをお開き下さい。財産に関する調書についてであります。１の公有財産、２の

物品につきましては増減はございません。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 焼酎事業特別会計の説明を願います。 

 

○焼酎事業所主査 

 平成２０年度清里町焼酎事業特別会計決算状況につきまして、ご説明いたします。決算説明書

によりご説明いたしますので、うぐいす色の次、焼酎事業特別会計の１ページ第１表款別決算調

をお開き下さい。 

歳入からご説明いたします。歳入の予算現額の合計は１億１千１３９万９千円であり、調定額
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合計並びに収入済額合計はいずれも１億１千１７８万円であります。なお、予算現額に対します

増減額の合計３８万１千円の増は、主に予算収入の増によるものであります。予算に対します収

入の割合は１０３.３％であり、調定額に対しての収入割合は１００.０%であります。続きまして

歳出をご説明いたします。歳出の予算現額の合計は１億１千１３９万９千円であり、支出済額の

合計は１億８５４万円であります。予算現額に対します執行割合は合計欄で９７.４％でありま

す。なお、不用額は１款総務費で１６５万３千円。２款製造費で１１８万６千円。３款公債費で

２万円。合計で２８５万９千円の不用額となっております。２ページをお開き下さい。２ページ

は第１表の附表であり、歳入歳出それぞれ棒グラフで表示しております。説明は省略させて頂き

ます。 

３ページをご覧下さい。３ページの第２表性質別経費分析表につきましては、歳出の各款ごと

の人件費、物件費、補助費等を示したものであり、説明は省略をさせて預きます。４ページをお

開き下さい。４ページは先ほどの第２表の附表で、各款の中で節の調べであります。説明は省略

させて預きます。５ページは債務負担行為調べでございます。瓶洗いの機械借上げ事業について

記載のとおり平成１７年度より債務負担行為を行っておりましたが、平成２０年度で終了いたし

ました。６ページの主要事業の成果並びに７ページの決算不用額の主な内容については、説明を

省略させて預きます。 

続きまして別冊の決算書、うぐいす色の焼酎事業特別会計歳入歳出決算収入についてご説明い

たしますので５ページをお開き下さい。５ページの実質収支に関する調書につきましては、歳入

総額が１億１千１７８万円、歳出総額が１億８５４万円であり、歳入歳出の差引き額並びに実質

収支額は３２４万円となっております。 

６ページをお開き下さい。財産に関する調書につきましては、決算年度中の増減高は１台の減

であり、決算年度末現在高は２台となっております。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ここで暫時休憩いたします。 

 休憩中に消防費、清里分署関係の説明を行います。 

 

○消防分署長 

 平成２０年度斜里地区消防組合清里分署決算状況につきまして、別冊の斜里地区消防組合清里

分署歳入歳出決算書と各会計歳入歳出決算説明書とでご説明いたします。まず最初に各会計歳入

歳出決算説明書の１番最後でございます、青色のカラー用紙の２ページ、第１表平成２０年度款

別決算額調についてご説明いたします。 

 歳入の決算額につきましては、合計額でご説明いたしますと予算現額１億２千６７２万１千円

に対し、調定額合計、収入済額合計はいずれも１億２千４０８万９千円となっております。予算

現額に対する増減額は２６３万２千円の減で、収入割合は予算現額に対し９７.９%、調定額に対

し１００.０%となっております。続きまして歳出の欄でございますが、予算現額が１億２千６７

２万１千円に対し支出済額１億２千４０８万９千円、不用額は２６３万１千円であります。主な

ものは需用費８３万６千円となってございます。支出割合は予算現額に対し９７.９%となってご

ざいます。 
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次に３ページをお開き下さい。第２表性質別経費分析表では、左から２列目の清里分署費の合

計額が９千７９６万４千円で、全体の７９.０％を占めております。次に４ページをお開き下さい。 

第３表は、ただ今説明しました款別決算額調を棒グラフにしたもので、ご参照頂きたいと存じま

す。 

次に５ページをお開き下さい。第６表では緊急出動等の状況となってございます。次に６ペー

ジをお開き下さい。消防団員火災等出動手当支給状況となってございます。次に７ページをお開

き下さい。第７表は消防本部費関係決算調書となってございます。８ページにつきましては性質

別歳出内訳となってございます。 

 次に別冊の斜里地区消防組合清里分署歳入歳出決算書の１番最後でございますが、同じく青色

のカラーの仕切りがございまして、ここから斜里地区消防組合清里分署歳入歳出決算書になりま

すので５ページをお開き頂きたいと思います。財産に関する調書についてご説明申し上げます。

１の公有財産（１）土地及び建物及び６ページの２の物品につきましては増減はございません。

最後のページは水利現況でございまして、決算年度中の増減高は消火栓１基の増となってござい

ます。 

なお、決算の参考資料といたしまして消防組合全体の救急・火災出動状況、消防水利施設現況、

消防車等の保有台数、及び清里分署関係の救急出動状況の搬送先別内訳などをまとめました１枚

の資料を別途配布させて頂いてございますので、ご参照頂ければと思います。以上で決算書の説

明を終わります。 

 

○委員長 

 休憩を解き委員会を再開いたします。 

これで、各会計の説明は終わりました。 

 お諮りします。本日はこれで散会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） 

 

○委員長 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで散会いたします。 

 なお、明日は午前９時３０分より審査を行います。大変どうもご苦労様でした。 

 

                                散会 午後 ３時００分 
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平成２０年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第２日） 

 

平成２１年９月１７日（木） 

   開 会   午前 ９時３０分 

   散 会   午後 １時２２分 

 

 

○委員長 

おはようございます。 

 昨日に引き続き会議を開きます。 

 一般会計の歳出から審査を始めます。 

 １款議会費、１項議会費、１目議会費。1５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

なければ次に参ります。２款総務費、１項給与費、１目職員給与費。１５ページから１６ペー

ジ。 

 

○勝又委員 

職員の給与費に関して質問したいと思います。管内的に職員給与費が、うちの位置付けがどの

ようになっているのかと、ラスパイレス指数をお伺いします。 

 

○総務課長 

当町における職員給与費の実態でございますけれど、当然、給与改定等については国家公務員

に準じるという中においてやって来てございまして、特に手当等については、行革の中において

見直しを図ってきたという状況にございます。ご質問にありましたラスパイレス指数でございま

すが、直近の平成２０年度の決算値における部分におきますと９５．９ポイントと言う形で、昨

年度、平成１９年度も９５．９ポイントでございましたので同じ数値で推移している、こう言っ

た状況でございます。ちなみに管内的な部分でございますけれども、類似団体における全国的な

平均については９３．４％、全国の平均で２０年度においては９４．２％、そう言ったものは若

干上回っている状況にございますけれど、管内の関係については若干当町より高いと言うことで

ございまして、今現在の数値については管内では若干低い方に、全体的には属するのではないか

と、こう言った認識でございます。 

 

○勝又委員 

ただ今管内的には低い方と、全国的には上回っていると言うことですが、職員も１００人から

８０人体制を目指している訳で、その中でグループ制等と言う部分、恐らく、言い方は悪いです

が末端の職員は仕事の内容、量もかなり多岐にわたっていると言う状況な訳ですが、管内的な水

準を、経済状況も厳しいと言うこともありますから、きちんと給与水準だけは維持した形の中で
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仕事はきちんとやってもらう、そう言うことが必要じゃないかと感じますが、その点について。 

 

○副町長 

今、委員のご指摘を頂きました人事院勧告、または職員の給与の関係でありますが、総務課長

のほうから概要について、ラスパイレス指数を参考にしながらお話を申し上げたところでござい

ます。ご承知の様に、うちの町は自立計画を策定しながら行財政改革に取り組み、その一環の中

で職員の全体的な人数等についても目標で８０名という体制を考えながら行財政改革、特に平成

２０年度からは課を一元しグループ制を導入してきたと言うような経過の中で、それぞれ職員に

おかれましても、そう言う体制の中での仕事の配分等にご協力、努力をして頂いている状況でご

ざいまして、基本的には今ありましたように、ラスパイレスの関係だけから行きますと管内で下

の方に位置していると言うのは事実でございます。ただ、この給与の実態も実質的な部分で行き

ますと分からないと言う、独自削減を各町村でさらにやっていると言う部分もございますので、

計算上でのラスパイレスの算式からいくとそう言うことになりますが、独自削減と言う部分もご

ざいますので、それらを十分に見極めながら、そうした中で管内的に見てもまずまずと言うとこ

ろにもって行ければなと言うふうには考えているところでございますので、ご理解を頂きたいと

思います。 

 

○勝又委員 

今答弁がありましたけれど、独自の削減、恐らくこう言う情勢下ですから、それぞれの町が財

政的に逼迫されている中で、なかなか難しいと思いますが私が思うに、先ほど申し上げたように、

きちんと、やる事はやってもらって、その中で支払うものは支払って行くと言う観点に立った形

の中で、より職員の能力を出してもらうような形を目指して頂きたいと要望して終わります。 

 

○委員長 

他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無いようなので次に行きます。２項総務管理費、一般管管理費。16 ページから１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ次に移ります。財産管理費。1７ページから 1８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移って宜しいですか。それでは、３目地籍管理費。１８ページから１９ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 次に移ります。４目広報費、５目自治振興費、一括審査をします。１９ページ。 

 

○勝又委員 

 ４目の広報費について質問いたします。確か、私の記憶では１９年度にバナー広告の事を質問

し、近隣町村もそのような形で動いている中で、うちもそのような形を取り入れて行けないのか

と言うことで２０年度に検討するという答弁を頂きましたが、その辺につきましてどうなりまし

たか。 

 

○総務課長 

 バナー広告の関係でございますが、内部で検討した結果、当町ホームページにおいて現段階に

おいて積極的に取り扱う必要、緊急性がないという判断に立ってございます。当然、民間も含め

た中において町の方に載せて行く訳でございますが、そう言った中における審査、更にはセキュ

リティーポリシーの、情報保護の関係、そういったもの、特に本町においてはイントラネットと

言った形の中で公共情報と言ったものを業務系と両方使ってございますので、そう言ったセキュ

リティーポリシーの確立も非常に重要になってございますので慎重に対応したい。町の広報以上

に町内において商工会や観光協会とか複数の民間のホームページがございますので、でき得るな

らばそう言った民間と民間が、町内の商店や事業所がリンクしながら活用して行く方向を優先す

べきでないか、２０年度の検討の中ではそう言った方向の中で判断してございますので、ご理解

頂きたいと存じます。 

 

○澤田委員 

 自治振興費の負担金補助及び交付金の中で、地域活動推進事業交付金の敬老事業は、数年前か

ら各自治会独自で敬老会を催すと言うことで町自体では実施しなくなりましたが、２５自治会の

内２３自治会が独自で実施していると言うことですが、現状と助成金の効果についてお願いしま

す。 

 

○町民課長 

 敬老事業の関係でございますが、実施件数が２３自治会、一部共同で実施しているところでご

ざいます。各自治会で、地域的に、神社祭に合わせたり単独でやったり、持ち方はいろいろでご

ざいますが、それぞれの地域の特徴に合わせた形で実施されているのではなかろうかと、このよ

うに考えております。 

 

○澤田委員 

 町で行っていた時と各自治会で行っている時、参加者数はつかんでいますか。 

 

○町民課長 

 誠に申し訳ありませんが、町で実施していた時の人数については資料の持ち合わせがございま

せん。推計で言いますと、恐らく自治会で行っている方の人数が多いと思われますが。今、数字
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が分かりました。町で行っていた時は対象者の３０％が出席、現在は５６％と言うことで参加者

数は大幅に上がっていると言うことでございます。 

 

○澤田委員 

 補助している金額は。 

 

○町民課長 

 １５５万４千円で支出しております。 

 

○細矢委員 

 まちづくり地域活動推進事業交付金の中でいろいろ事業が行われていますが、特に地域の環境

美化事業ですが、どこの自治会でも道路清掃の日などを決めて地域の美化のための活動をしてい

ると思いますが、場所によっては全くそれをやっている気配がない、むしろ、町のほうで作業員

を採用して機械で草刈りなどやっています。それを見て感じますが、公道から軒先まではそこに

入っている人の責任でやるべきだと思いますが、軒先から機械で刈っているんですね。場合によ

っては新町ばかりでなく地方の公営住宅など見ますと、前に私申し上げたことがありますが、玄

関の出入り口が獣道みたいな事で草がぼうぼうと、そのような状況があちこちで見受けられるん

ですね。美化運動を推進する上で、これから財政的にも大変厳しくなってくる訳ですし、軒先ま

で町がやってやらないとならないと言うものなのか。入居してもらう時にいろいろな制約があり

ますが、犬猫を飼っては駄目ですとか、いろいろありますが、そう言うことを入居する時の契約

事項できちっとすべきだと思うんですね。それがきちっとなっているはずですが、その通りにや

られていない、犬猫を飼っているところもあると言う状況です。美化のためには地域の人たちが

考えて実行すると言う事でなければ駄目だと思うんです。新町の場合も道路清掃とか決めていま

すが、出てくる人が限られていて綺麗なところは綺麗ですし、そうではない所は、うちの衛生係

の人が草刈りをしたり除草剤を掛けてやったり、こんな風なこともやっている訳です。そこに住

んでいる人たち自体も自分の家の周りくらいはやるだと言う、併せてそう言った事も私は必要で

はないかと思うんですね。そんなに数はありませんけれども、場合によっては使い古したテレビ

とか或いは自転車だとか、そんなものが家の周りに、通路に置きっ放しになっている、そんな例

もありますよね。そんな事ではいくら町が金を掛けても成果が上がらないと私思いますので、そ

の辺の考え方、今後どういう風に徹底していくかという事と、もう１点まちづくり住民大会の件

ですが、たまたま今年と言うか昨年度の事業は天候が悪くて流れておりますけれども、まちづく

り住民大会は絶対やるべきだと、この様に思います。けれどもやる内容が何かマンネリと言うか、

町民が関心を持って行ってみようかと言う内容になっていない様な気がしますので、私共もいろ

いろ考えてアイディアは提案して行きたいと思いますが、まちづくり推進会議の中で議論されて

やって下さっている事だと思うんですが、折角やるんですからもう少し町民の皆さんが関心を持

って集まれるような住民大会に考えて行く必要があるんではないかと、この２点についてお伺い

します。 

 

○町民課長 
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 うちの課と建設課にまたがると思います。町民課の地域環境美化事業の関係につきましては、

委員さんご承知の通りゴミステーションの設置ですとか道路公共施設の清掃の場合の関連資材に

ついては補助をいたしますと、そう言うことで実施してございます。花と緑等々の関係やそれ以

外はボランティアで皆さん作業をされているのではなかろうかと思います。そう言う訳で環境美

化、花いっぱい事業の関係では補助をいたしておりますけれども、公営住宅の関係や道路にまつ

わる草刈りの関係については建設課のほうでございますので、そちらから答弁をして預きたいと

思います。まちづくり推進委員会の関係でございますが、毎年、今言われた内容につきましては

この中で議論をされて実施をされている訳でございまして、経費の問題等々いろいろございます

が、今後とも、その中で議論して頂きながら皆さん方がなるべく興味を持たれる内容の検討を、

その中でお話はして行きたいと思っておりますので、そのような事でご理解賜りたいと思います。 

 

○総務課長 

 建設課長が出席しておりませんので、基本的な前段の部分について町の考え方をお答申し上げ

たいと存じます。自立計画の中におきましても当然、自助、公助の中において、それぞれしっか

りとした役割や連携を持ちながらそういった活動を担っていく、そういった方向性を第２期の中

においても確認してございますし、当然今までのまちづくりにおきましてもそう言った考え方の

中で進めて参ったところでございます。従いまして、どうしてもご高齢になって手が届かないと

か障がいを持たれている方、そう言った方については地域の中や公助的な部分で、そう言った環

境美化についてもみんなで綺麗にして行く、そう言った方向性が非常に大事だと思いますが、先

ほど委員からご指摘があった通り個々の責任においてはそう言ったものをしっかりとやって頂

く、そう言った考え方が基調に流れていなければ協働のまちづくりは進めて行けない、この様に

考えてございます。そう言った方向性について公営住宅入居者についても、いろいろご指摘ござ

いましたけれども更にしっかりと指導しながら、または地域と連動しながら、どこが地域で担う

べきものか、または行政として担うべきものか、または個人としてしっかりとやってもらうべき

か、しっかりと確認しながら今後とも指導に当たって行きたい、このように考えておりますので

ご理解賜りたいと思います。 

 

○細矢委員 

 美化の関係については先ほど公営住宅云々と言いましたが、公営住宅ばかりではないと思いま

す。一般の住宅でもそういう事が言えるのではないかと言う風に思います。特に汚れが酷いとこ

ろ、目に付くところがありますよね。うちの自治会で言わせてもらえば、例えば横断歩道に植木

と言いますか並木が被さっている家があった場合には、自治会の役員が出向いて行って切ってく

れませんかと、もし切れないのだったらこちらで切ってあげますよとか、そう言う風な言い方を

しながらやっています。交差点なんかのストップ標識も枝が伸びて見ずらいとか色々な事があり

ますので、町全般を含めて、特に悪者扱いにするのではなく協力して頂きたいと言うことで、や

はり皆でやるべきではないかと、この様に思いますので宜しくお願いします。 

 

○総務課長 

 委員ご指摘のとおり相互扶助と自己責任、こういった事がこれからのまちづくりの基本となる
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と思いますので、公営的な住宅ばかりではなく全町的な形の中で、そう言った方向性の中で今後

とも進めて参りたい、かように考えてございますのでご理解賜りたいと存じます。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

次に移ります。６目交通安全対策費、７目防災対策費。19 ページから 20 ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。８目町有林管理費。20 ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。９目支所及び出張所費、１０目札弦センター費、１１目緑センター費。一括審

査を行います。2０ページから２２ページ。 

 

○畠山委員 

 支所の関係で札弦センターと緑センターの関係ですが、確認のためでありますけれども委託料、

札弦と緑が違うという事で仕事の中身についてお知らせ頂きたいと思います。 

 

○総務課長 

 まず札弦の関係でございますけれども、１９年度見直し等を行った中におきまして、平日にお

きましては仕様形態の中におきまして午後５時以降１０時まで２回の夜間巡回。土曜日について

は仕様形態において１回若しくは使用がない場合については夜間１回の巡回。日曜日におきまし

ては同じく仕様形態において使用する場合については当然開錠、施錠を含めた部分の対応、使用

がない場合は夜間巡回。そう言った形の中で委託をお願いしてございます。緑地区の場合におき

ましては平日においては午後５時から１０時まで全体的な管理。土曜、日曜におきましても、日

中、夜間の使用に伴う全体的な管理。そう言った、実際の人が出動して管理する形態が異なって

いる、そう言った中において委託費が異なっている、そのようにご理解を頂きたいと思います。 

 

○畠山委員 

 一諸にできない部分というのは何かあるのでしょうか。 

 

○総務課長 

 既にご協議等、議会、委員会で申し上げたところでございますが、当然それぞれの地域の実態、

それから支所等の状態、そう言ったものが全く違っている。特に緑におきましては、緑地域全体
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で支所、消防の業務を担って頂きながら地域振興の観点から地域の自治会を中心として運営協議

会を作って頂いている、そう言った地域への全体的な委託という、そう言った観点で現在まで進

めている。札弦につきましては、消防またはセンターの方の夜間や業務については外部委託と言

うような、そう言った形態の違いによって今言ったような事が生じている、このようにご理解頂

きたいと思います。 

 

○委員長 

 他にありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１２目顕彰費、１３目報酬等審議会費。22 ページ。一括審査を行います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１４目職員福利厚生費。22 ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１５目総合庁舎管理費、１６目福祉センター費。２２ページから 23 ページ。

一括審査を行います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

次に移ります。１７目行政情報システム管理費。2３ページから 2５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○細矢委員 

 ２４ページの１４節使用料及び手数料、電柱使用料の２９万７４６円が支出されておりますが、

普通の場合、北電だとか昔で言う電電公社から払われていたもんですが、ここで出ている使用料

とはどういう事でどこの場所なのか教えて頂きたい。 

 

○総務課長 

 この科目の電柱使用料につきましては、当町のイントラネットという形の中で、光ファイバー

の線を各公共施設にはわせてございます。その線の共架料という形の中において北電柱２８５本、

ＮＴＴ柱７７本、この共架料についてそれぞれお支払いをしている、そう言った状況でございま

す。 

 

○委員長 
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 他にございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ここで説明員が交代となりますが、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

終わります。暫時休憩いたします。 

 

○委員長 

それでは、休憩を解いて審査を再開いたします。 

３項開発促進費、１目企画振興費、２目土地利用計画費。２５ページから２６ページ。一括審

査を行います。 

 

○畠山委員 

 企画振興費、１５節工事請負費でありますけれども、子ども広場の関係で。これで整備がなさ

れたという風になってございますが、これで全て終わった訳ではない、これから教育委員会のほ

うに渡って今年中に継続されるという風に理解をしているところでありますけれども、その辺の

流れを教えて頂きたいと思います。 

 

○総務課長 

 子ども広場の関係でございますけれどれも、本事業につきましては１９年度から事業に着手し

てございまして、１９年度において全体的な設計、それから高齢者を含めた異世代とのと交流の

広場、そう言った形の中で子ども農園等々連動をしながら行ってきた関係がございますので、そ

の方向性と準備を掛けて来たところでございます。ご指摘の通り２０年度において基盤整備や排

水、芝生、通路等の工事を行ってきた、そして２１年度については既に予算計上させて頂いて議

決をして頂いているところでございますけれども、植栽関係についてコミニュティ補助を導入し

ながら、既に高齢者の皆さんそれぞれ林檎の木ですとか果樹木、そう言ったものを準備して頂い

たものもございますし、そう言ったものを含めて今年度植栽工事を、それと今言ったような高齢

者の皆さんがそれぞれ植えて準備をして頂いている林檎の木や果樹木の移し替えを含めた部分で

高齢者や子どもたち、それと一部事業として組み合わせながら今年度ある一定の完成形に近づい

た形の中で行っていく。ただ、この事業につきましては、継続的に自分たちでスペースを使って

花を植えたりとか色んなソフトプログラムを含めながら展開して行く方向でございますので、今

後そう言った内容については既に教育委員会のほうと高齢者のボランティアの方、何回か協議を

重ねながら進めてございますので、そう言った中で多少そう言った新しい方向性も実際使ってみ

て出てくるのかな、このように考えてございますので、そう言った点でご理解を頂きたいと思い

ます。 
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○畠山委員 

 それでは今年度中に子ども広場が全面出来上がると言うか、全てとは言わないまでも９９％出

来上がり、それ以降についてはその都度見直しながらと言う部分は理解する所でございますが、

基盤整備等については多少の修正と言うのは無いはずだと思いますが、これから立木や花と言う

部分、これらは植える時期によっては枯れると言う部分の中で今年度の予算だけでは終わらない

という風に理解して宜しいんでしょうか。 

 

○総務課長 

 予算の関係等ございますが、当然それぞれの植栽については適時と言う形の中で関係者とも協

議しながら、今年度の植栽については秋口に行うと言う中でそれぞれ準備を掛けてきているとこ

ろでございますので、そう言った中で進めて行く。当然、委員ご指摘の通り生き物でございます

ので植えたものが枯れるとか朽ちると言うことも充分管理をして参りますが可能性はございます

ので、そう言った場合については適切な補植を行っていく。先ほど言いましたように子どもたち

と高齢者ボランティアの皆さん、そう言った中でいろいろとソフトプログラムを含めながら事業

を展開してございますので、こう言った中で、新しい発想やもう少しここを工夫したら良いので

はないかとか、そう言った意見があった場合議会と協議申し上げますけれど、その内容について

は多少幅を持ちながら進めて行く事、これも必要と認識してございますので、その点もご理解賜

りたいと思います。 

 

○畠山委員 

 子ども広場の関係は色んな夢があったり、こうしたい、ああしたいと言う部分は理解する訳で

ございますが、今、芝生を植えてしまって形は出来たと、それからはそれを傷めないように木を

植えなければならないと言ったら手作業と言う話になる。これが実際に出来るのかどうか。出来

なければ小さい機械を有して今まで整備したところを踏みつけてしまう。これはどちらが良いの

か。要するに皆で作り出すんだと言う方法も良いけれど、最初から芝生を植えてしまったら後は

手作業しかなくなる。方法がだんだん、沢山選ぼうと思ったものが逆に選べなくなるという事も

有るのかと、それを心配しています。 

 

○総務課長 

 ご指摘の件、充分理解しながら進めて参りたい。ただ今回の事業、１９年度当初から出発する

に当たりまして議会に協議申し上げた点につきましても、住民参加、高齢者と子どもたち、そう

言った方達ができる限り参加しながら時間を掛けながら公園を作っていこう。そう言ったことも

ございますので、今ご指摘の通り多少手戻しが生じることについてもその許容範囲と言うことで

ご理解預ければ大変有難い、このように考えております。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 次に移ります。３目花と緑と交流のまちづくり事業費。２６ページから 2７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

無ければ次に移ります。４項徴税費、１目徴税費。2７ページから 2８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。５項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費。２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

次に移ります。６項選挙費、１目選挙管理委員会費。２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。７項統計調査費、１目各種統計調査費。２８ぺージから２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。８項監査委員費、１目監査委員費。２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

ここで説明員が交代となりますが、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

では終わります。暫時休憩いたします。 

 

○委員長 

 休憩を解いて審査を再開いたします。 

 ９項地域振興費、１目緊急経済対策費。２９ページから３０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

次に移ります。２目地域振興対策費。３０ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 ここで説明員が交代となりますが、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

では終わります。暫時休憩いたします。 

 

○委員長 

 審査を再開いたします。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費。３０ページから３１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

次に移ります。２目障害者自立支援費。３１ページから３２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

次に移ります。３目福祉サービス事業費。３２ページから３３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。４目老人福祉費。３３ページから３４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。５目地域包括支援センター費。３４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。６目国民年金事務費。３４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費。３５ページ。 

 

○畠山委員 

 負担金補助及び交付金の中で、保育所、幼稚園等に補助をしている部分。清里と札弦について

は免除、季節保育所とやまと幼稚園は対象経費補助という風に、言葉の意味合いを教えて頂きた

いと思います。 
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○保健福祉課長 

 これにつきましては、主要な施策の成果を説明する書類３１ページでご説明したいと思います。 

保育所の免除部分でございますが、清里保育所、札弦保育所については入所した世帯の所得等に

よって保育料が決定されますけれど、その分については、第３子については額を決定してその額

を免除としております。清里保育所においては１２名、２９４万３千円の免除。札弦保育所にお

いては１名、１６万３千円の免除でございます。補助の関係でございますけれど、新栄保育所、

緑保育所、やまと幼稚園についてはそれぞれ保護者会、或いは幼稚園で保育料を徴収しておりま

す。保育料相当分については、町からの補助と言う形で保護者に助成しているところでございま

す。 

 

○畠山委員 

 基本的には第３子を持っている親の負担だけを助成すると捉えて宜しいでしょうか。 

 

○保健福祉課長 

 第３子以降のお子さんを持っている保護者の負担の軽減を図っているところでございます。 

 

○畠山委員 

 ものの捉え方としては理解する訳でありますが、よくよく考えてみると、季節の関係について

は親も出しているし地域も出していると言う部分の中では、はたして割り切れるのかという思い

が頭の中を横切った訳であります。当然、季節関係の保育料は親が出す部分よりも固定経費と言

う部分、地域が出すと言う部分もある訳でありまして、この辺がどうなっているのかと心配をし

たもので質問をさせて頂きました。 

 

○保健福祉課長 

 季節保育所の補助に対しましては人件費の４分の３、或いは施設管理経費、清掃等については

町の方から全額負担しているところでございます。従いまして、保護者が負担する部分について

は保育所の人件費の４分の１、更には色んな保育所でイベント等の授業を行いますがその授業費

等を親の会で負担しているところでございます。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２目保育所費。３５ページから３６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。３目子育て支援センター費。３６ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ここで説明員交代となりますが、質問漏れがございませんか。 

 

○勝又委員 

 １点お伺いします。３０ページの社会福祉総務費の中の委託料ですが、予算計上の中では１１

６万、実際には６５万円という事で。過去にこの委託料に関しては小清水日赤のバスの委託料と

伺った訳ですが、１９年度の決算資料を見ると７０万超、約１０万ほど下がっていますがどうい

う割り振りの中で委託料が設定されているのか、恐らく通院する患者の数なのか、この辺につい

てお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 難病者通院等の委託料につきましては、難病者通院等交通費補助の例によりまして、透析で小

清水日赤に通院している方、１キロについて３０円という事で積算した額で小清水日赤病院と委

託料として契約を結んでいるところでございます。平成２０年度においては７名の方で延べ運行

距離数２万８０５キロメートル、これで積算しているところでございます。 

 

○勝又委員 

 と言うことは、１９年から見たら距離数や人数が減ったという解釈でいいですか。 

 

○保健福祉課長 

 １９年につきましては委託料の額は７６万７千円と言うことで、今回それと比較いたしまして、

通院回数或いは運行距離が減ったと言うことでご理解頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは１０時４５分まで休憩といたします。  

休憩  午前１０時２８分 

再開  午前１０時４５分 

○委員長 

休憩を解いて再開いたします。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費。３６ページから３７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 
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 次に移ります。２目予防費。３７ページから３８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。３目各種医療対策費。３８ぺージ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。４目環境衛生費。３８ページから３９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。５目保健福祉総合センター費。３９ページから４０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２項清掃費、１目清掃事業費。４０ページから４１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ここで説明員が交代となりますが、質問漏れはございませんか。 

 

○勝又委員 

 １点お伺いします。病気を未然に防ぐと言うことで各種検診関係の事業の取り組みをされてお

りますが、最近話題になっております新型のインフルエンザが北見、美幌くらいまで来ていると

いう事で、うちの町で発見されているのかどうか私も不認識ですが、いろいろな病気を未然に防

ぐという形の中で、今回の新型インフルエンザへの対応について何か対処している事があればお

聞かせ下さい。 

 

○保健福祉課長 

 新型インフルエンザの関係でございますけれど、この近辺では網走市の小学校、幼稚園、或い

は北見市の小学校等で発生している状況でございます。この件につきましては網走保健所或いは

市町村、医師会、消防等で対策本部を設置して進めているのと併せまして、本町におきましては

８月２４日、新型インフルエンザ感染拡大防止の対策本部を設置してございます。本部長の町長

以下各課の課長等で、それと併せまして敏速に対応するために連絡調整委員会を設置して副町長

が委員長、関係いたします教育委員会、総務課、保健福祉課等で構成されております。町内でイ

ンフルエンザ等が発生した場合には敏速に対応して参りたいと考えております。本町の対策とい

たしましては、保健福祉課においては防護服或いはＮ－９５の完全防備型のマスク、或いは一般

用のインフルエンザ防止用のマスク、消毒薬も保管してございます。９月１日に町民向け広報と
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してインフルエンザの症状がある場合の病院の受診の仕方、或いはインフルエンザを予防する場

合のうがいや手洗いのチラシを全戸配布して対応しているところでございます。 

  

○勝又委員 

 対策本部等が設置されていると言う部分でお聞きしますが、なかなか毒性が強く死亡者も出て

いると言うことで、未然に防ぐという形で充分に啓蒙を図った中での対処を宜しくお願いいたし

ます。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 以上で終わります。暫時休憩をいたします。 

 

○委員長 

 審査を再開いたします。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費。4１ページから４２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２目農業振興費。４２ページから４３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。３目畜産業費。４３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。４目農地開発事業費。４３ページから４４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。５目道営整備事業費。４４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２項林業費、１目林業総務費、２目自然保護対策費。４４ページから４６ペー

ジ。一括審査を行います。 
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（「なし」との声あり） 

○委員長 

 ここで説明員が交代となりますが、質問漏れはございませんか。  

 

○勝又委員。 

 ４２ページの農業振興費についてお伺いします。今の振興計画が２２年度までと言うことで、

恐らく、ご存じの事と思いますが２３年に農協が合併するという形の中で、従来の農業振興事業

費補助、３町が合併することによってかなり様変わりする部分なのかと、そのように感じる訳で

すが、その辺についてＪＡサイドと協議されているのかどうかお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○産業課長 

 勝又委員のご質問でございますけれど、農業振興事業につきましても今おっしゃられた農協合

併の問題もあり、また事業資金の関係の補助も別枠である訳ですが、今、その農業振興資金につ

きましては事業費の整理をいたしまして近々にＪＡの組合長と町長サイドと協議をいたしまし

て、今後の在り方、今後の進め方を協議したいと言うことで事務的には進めて参りますけれども、

この農業振興計画につきましてもＪＡの合併に伴いまして計画自体が様変わりするのかと考えて

おります。ただ、まだ策定委員を指名した段階でございまして、近々に会議を催しまして今後の

計画について縷々協議をさせて頂きたいという段階でございます。 

 

○勝又委員 

 ３町が合併をするという事で、３町それぞれ農協の内容や規模が違う中でどのような配分を、

まだ協議前で見えない部分であると思いますが、農業の厳しい情勢、実情等を捉えた中で農協と

町側との協議を進めて頂きたいと要望して終わりたいと思います。 

 

○産業課長 

 なかなか難しい点もあろうかと思いますし、３町ＪＡの考え方も違うでしょうし。我々は清里

町として、清里町民の農業者の関係でございますから、難しいハードルもあろうかと思いますが

協議させて頂いて慎重に進めさせて頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長  

それでは暫時休憩いたします。 

 

○委員長 

 会議を再開します。 

６款商工費、１項商工費、１目に入ります。商工費振興費。４６ページ。 
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（「なし」との声あり） 

○委員長 

 次に移ります。２目観光費。４６ページから４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。３目温泉施設費。４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。４目オートキャンプ場費。４８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。５目農山村景観自然環境保全施設費。４８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。６目江南パークゴルフ場費。４９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ここで説明員が交代となりますが、質問漏れはございませんか。 

 

○畠山委員 

 観光費の中でさくらの滝周辺測量業務委託とありますが、その結果をお知らせ願いたいと思い

ます。 

 

○産業課長 

 さくらの滝の測量費でございます。今までは東横通りから入りまして、さくらの滝まで行く間

に民地がございまして、相手方と協議するためにどれ位の土地を使っているのだろうかと言う事

を測量いたしました金額でございます。今後も無償で快く使用して良いと言うことで、今回測量

いたしまして杭を打ちまして、このエリアを町として使わせて頂きたいと言うものがはっきりし

たと言う事でございます。 

 

○畠山委員 

 それにまつわる整備と言うのは考えていないと言う事でしょうか。 

 

○産業課長 
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 現時点では、我々も含めて、地元の方がボランティアで掃除をして頂いている部分もございま

すが、舗装ですとか砂利で綺麗にするとか物を建てる計画はございません。 

 

○澤田委員 

 さくらの滝周辺で農地を持っている方が出入り口の所の見通しが悪い、観光客が、急に車が飛

び出したりするので、最近私は行ってないですが、急に飛び出して来て危ないので見晴らしを良

くして欲しいと言ってました。 

 

○産業課長 

 確かに、あそこは途中から舗装が切れて砂利道になると言うことで。整備となりますと建設課

とも協議をしなければいけませんが、注意を促すような看板等々で、現課といたしましては対処

させて頂きたいと思います。 

 

○澤田委員 

 オートキャンプ場費のフラワーパーク管理業務委託、花の手入れや草取りなどで手間、人件費

が掛かっているようですが、あの近くには畑があって良く通りますが、植えてあるバラが元気が

ないように感じます。先日、バラ栽培の人に聞いてみましたら肥料が必要な花なので難しいとの

事で、栽培管理の状況がどのようになっているのかお聞きします。 

 

○産業課長 

 委員ご指摘の通りフラワーパークにつきましては当初バラを植えまして、今も管理しておりま

すが正直なかなか難しい花でございまして、シルバーに委託しており、気をつけて冬越しや肥料

をやって管理はしておりますが。枯れたところには補充しながら、抜いたところには違う植物を

植えながら管理をしておりますが、来年に向けて一つの方法といたしましては、花名の札も無く

なっていますのでその辺も整備しながら、もう少しバラを増やすなり綺麗に整備するなりさせて

頂きたいと考えております。 

 

○澤田委員 

 大変な事だと思います。聞いたところによると、冬越しは秋に抜いて寝かす方法もあると言う

ことです。宜しくお願いします。 

 

○産業課長 

 バラの専門家の本を先日見まして、それによりますと委員のお話のように抜いて寝かす方法も

ございますが、今、シルバーの方で検討している冬越しの方法は肥料袋に穴を開けましてそれを

被せると言うことで、研究しながらやっておりますのでもう少し長い目で見て頂きたいと考えま

す。 

 

○勝又委員 

 ４６ページの商工振興費の商工振興事業費補助、１千１７４万円の決算額ですが決算額云々で
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はなく、事業成果の中に商工会並びに中央商店街協同組合の地域振興事業等に対する支援により

地域将商業の振興が図られたとある訳ですが、私も商工会の一員でありますが、色んな事業の取

り組み、商工会に限らずうちの町の事業もそうですが、花緑の関係もそうですが、どうも一部の

人と言うか、ここ何年かは解消されて拡大してきた気もしますが、まだ一部の人間だけで取り組

んで達成感を味わっている、そんな感じが。傍で冷静に眺めているだけの住民もいると言うこと

を認識して頂きたいと思う訳で。その事につきまして町長も協働のまちづくりと言う形中で、あ

くまでも住民の参加、下支えが無いとまちづくりを達成することが出来ないのかと。一人でも多

く色んな事業に携わって行くような形の中で、町民こぞって達成感を味わえるような事業の取り

組みが必要かなと、このように感じる部分です。全体枠での町の取り組み、ここの部分は商工会

の所ですが、当局としてどのように考えているのかお聞かせ願いたいと思います。 

 

○産業課長 

 まず産業課といたしまして委員のご質問、商工会の関係でございますが、商工振興事業補助で

ございます。この中には商工会に対する補助、いわゆる花緑の環境整備、特産品の開発事業、移

住定住事業、じゃがいも踊り、商工会まつり等々をやって頂いてございます。中央商店街につき

ましては形が変わりましたけれどもイルミネーションの事業をやって頂いている。そう言うよう

な事でご指摘の一部の方と言う帰来もあるかもしれませんが、町民の方を呼び寄せる、動きを与

えると言う意味で商工会も工夫しながら考えながら、アイディアを出しながら頑張っている訳で、

それに対する支援という風に考えて頂きたいと思います。ある意味、もっともっと町民が町に出

てくるように、商店街を歩くような工夫をと言うご指摘でございますので、色々協議しながらや

って行きたいと思います。 

 

○勝又委員 

 町外からと言う上での交流人口、こう言うものの拡大も必要ではないかと思う訳でございます

が、いかんせん町の事業であり町の人間がきちんと心も懐も潤うような形が一番の理想でござい

ますが、先ほど申したように少しでも色んな人間が関わって一翼を担ったというような部分が達

成感に繋がると思いますので、全体枠を見た時にどうしても手伝えないと捉える部分も有ると思

いますが、小さな事から手伝える形、携われるものを目指した形の中で一人でも多くの人が動い

て、事業に取り組んで、関わって行くという事を大事に考えて頂きたいと、そのように申し上げ

て終わりたいと思います。 

 

○産業課長 

 ご意見受け賜りましたので、参考にさせて頂きたいと存じます。 

 

○委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 
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無ければ暫時休憩をします。 

 

○委員長 

 再開いたします。 

７款土木費、１道路橋梁費、１目橋梁総務費。４９ページから５０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２目道路新設改良費。５０ページから５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２項都市計画費、１目公園費。５１ページから５２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。３項住宅費、１目住宅建設費。５２ページから５３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２目住宅管理費。５２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ここで説明員が交代となりますが、土木費全般、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休憩中に消防の審査をいたします。 

 

○委員長 

 ８款消防費、１項消防費、１目消防費。５３ページ。 

 

○澤田委員 

 消防演習と言うことで春と秋に行っている訳ですが、毎年同じような形態で行われている様で

すが、危険性を表に出すつもりはありませんが、万が一、畑灌のパイプが破壊した時、地震があ

った場合とか何時起こるか分からない危険性が有るのではないかと。前に一般質問でも言ったこ

とがありますが町民参加で畑灌事故を想定した訓練をやってはどうかと、万が一のための要望と
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いう事で、考えて頂きたいと思いますが。 

 

○清里分署長 

 ただ今の澤田委員のご質問にお答えいたします。現在行っている演習、防災訓練につきまして

は大規模な訓練と言う形になってございませんが、将来に向けて、今言われたことも想定した中

でやって行かなければならないと言うことで団員とも話しておりますし、訓練のやり方につきま

しては消防機関だけではなく町の方とも、住民の方とも、数年に１回ですとか今後考えて行かな

ければならないと言う風に考えてございますので、ご理解頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 消防費、終わって宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは終了いたします。 

 暫時休憩をいたします。 

 

○委員長 

 再開いたします。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費。５３ページから５４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２目教育諸費。５４ページから５６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費。５６ページから５７ページ。 

一括審査を行います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。３項中学校費、１目学校管理費、２目教育振興費。５７ぺージから５８ページ。 

一括審査を行います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。４項社会教育費、１目社会教育総務費。５８ページから５９ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 次に移ります。２目生涯教育費。５９ページから６０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。３目生涯学習総合センター費。６０ページから６１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。４目図書館費。６１ページから６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。５項保健体育費、１目保健体育総務費。６２ページから６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○畠山委員 

 スケートリンク造成業務委託の部分でありますが、最近、全町のスケート大会をやっても人が

集まらないと言う部分を聞いてございます。はたしてこの効果があるのかという事もありますし、

それ以外に、教育という部分も含めてどんな捉え方をされているのかお聞きしたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 畠山委員さんのご質問にお答えいたします。最初にスケートリンク造成事業費の２３９万９千

２５０円でございますが、この委託につきましては佐野造園さんに委託をし、１２月の降雪時か

ら２月の雪解けまでの間、スケートリンクを整備して頂くという事でお願いをしているところで

ございます。昨年来、暖冬により氷が早く融けるという事もございますが、清里町にとりまして

スケート授業と言うのは大変必要だと思っておりますので、引き続きスケートリンクの造成を図

って参りたいと思っておりますので宜しくお願いいたします。 

 

○畠山委員 

 当然これだけのお金を掛けたり、スポーツと言う部分の中で力を入れるのであれば指導者も。

最近利用者が少ないからと夜間の電気を消してしまう、だんだん悪循環になってしまう。これは、

何かの方法で解決して頂ければ大変有難いと思いますが。 

 

○生涯教育課長 

 清里町にとりましてスケートと言うのは町のスポーツでもございますので、今、畠山委員さん

からご指導が有りましたようなご意見を充分検討しながら、今後の整備に努めて行きたいという

風に思います。 
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○委員長 

 次に移ります。２目清里トレーニングセンター費。６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。３目町民プール費。６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。４目札弦トレーニングセンター費。６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。５目スキー場管理費。６４ページから７５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。６目学校給食センター費。６５ページから６６ページ。 

 

○委員長 

 ここで説明員が交代となりますが、教育費全般で質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは暫時休憩いたします。 

 

○委員長 

 １０款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子。一括で審査いたします。６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１１款予備費、１項予備費、１目予備費。６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 説明員交代となりますが質問漏れはありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 
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お諮りいたします。このまま審査を続けますか、歳入は午後からにしますか。この時間帯であ

れば午後から再開しても特別会計まで今日中に終了できると捉えますが、どちらが宜しいですか。 

（「昼から」との声あり） 

 

○委員長 

昼からとの声がありますので、午後１時まで休憩といたします。 

  休憩 午前１１時３２分 

再開 午後 １時００分 

○委員長 

 審査を再開いたします。 

 一般会計、歳入、１款町税。１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２款地方譲与税。１ページから２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。３款利子割交付金、４款配当割交付金、５款株式譲渡所得割交付金。２ページ。

一括審査をいたします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。６款地方消費税交付金、７款自動車取得税交付金、８款地方特例交付金。２ペ

ージから３ページ。一括審査をいたします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。９款地方交付税。３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１０款交通安全対策特別交付金。３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１１款分担金及び負担金。３ページから４ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 次に移ります。１２款使用料及び手数料。４ページから５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１３款国庫支出金。５ページから８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１４款道支出金。８ページから１１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１５款財産収入。１１ページから１２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１６款繰入金、１７款繰越金。１２ページ。一括審査をいたします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１８款諸収入。１２ページから１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。１９款町債。１３ページから１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。２０款寄付金。１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。実質収支に関する調書。６７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。財産に関する調書。１ページから６ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 次に移ります。基金の運用状況。７ページから８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 一般会計歳入の全てについて、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 説明員が交代となりますので暫時休憩いたします。 

 

○委員長 

 審査を再開いたします。 

 介護保険事業特別会計、歳出。４ページから７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に歳入。１ページから３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。実質収支に関する調書、財産に関する調書。一括審査をいたします。８ページ

から９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 介護保険事業特別会計を終了いたしますが、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。国民健康保険事業特別会計、歳出。５ページから１０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。歳入。１ページから４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○勝又委員 

 歳入の保険税の事でお伺いします。不能欠損額が５２万８千円ほどある訳ですが、前年度の決
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算書にも５０万なにがしと。毎年の様に５０万円くらいが決算額として計上される訳ですが、そ

の事によりまして収入未済額もどんどん増えて行くような形で。これに対する対処の方法や策を

考えているのかどうなのか、お聞かせ願います。 

 

○町民課長 

 国保の未済額、ご質問の通り毎年、こう言う景気低迷の関係もございまして、日雇い等の方に

ついても仕事の期間が短くなったり、中には失業したりと言うことで年々増えていると、人数的

にもそのような事でございます。それを解消するために収納対策チームと言うことで、税以外の

使用料等とのお互いの情報交換もしてございますし、特に税の関係については４期で納めきれな

い方については分割納付と言うことで、毎月納付と言うことで対応してございます。未納等の方

については、きちんと分納の計画書を出させまして分納計画に基づきまして納付をさせてござい

ます。また保険証につきましても、滞繰の方については３ヶ月毎の更新と言うことで保険証を交

付しておりまして、普段会えない場合でも３ヶ月に１度来られた時には必ず面談をして納付につ

いての指導も行っております。この様にきめ細やかに行っていると思いますが、先ほど言った通

りこう言うご時世なもんですから、なかなか収納については努力をしていますが厳しい状況にあ

ると言うことでございます。 

 

○勝又委員 

 実態を聞いて、色んな形で対応を考えているような説明でありました。情精的にも大変厳しい

という事は分かりますが、努めて、これらの者が増えて行かないように最大限の努力を続けて頂

きたいと思います。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。実質収支に関する調書、財産に関する調書。１１ページから１２ページまで。

一括審査をいたします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 国民健康保険事業特別会計を終了いたしますが、全般に亘って質問漏れがございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。老人保健特別会計、歳出。３ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 次に移ります。歳入。１ページから４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。実質収支に関する調書。４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 老人保健特別会計を終わりますが、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 後期高齢者医療特別会計、歳出。３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

次に移ります。歳入。１ページから２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

次に移ります。実質収支に関する調書。４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

後期高齢者医療特別会計を終わりますが、質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。簡易水道事業特別会計、歳出。３ページから５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。歳入。１ページから２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。実質収支に関する調書、財産に関する調書。６ページから７ページ。一括審査

をいたします。 
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（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 簡易水道事業特別会計を終了いたしますが、質問漏れがございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。農業集落排水事業特別会計、歳出。３ページから４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。歳入。１ページから２ページ。 

 

○澤田委員 

 簡易水道も農集排事業も、未済額、使用料で同じような金額が未収になっていますが、これら

簡水と農集排は同じ家庭なのか。現状をお聞かせ下さい。 

 

○建設課長 

 水道、下水道、戸数的には全く同じではございませんが、ほぼ似たような件数になってござい

ます。 

 

○澤田委員 

 生活に関する事なので大変だと思いますが、どうしても回収できないものなのか。何か手立て

を講じておられるのか伺います。 

 

○建設課長 

 収入未済額の関係でございますが、先ほど町民課長も申していた通り経済状況が低迷している

と言うことで、ここ数年収入未済額が年々増加して来ております。我々、上下水道・公住グルー

プ合わせまして、自分も含めまして５人いる訳でございますけれど、それぞれ担当を決めまして

毎月１回徴収に回りますし、その他電話等でも収入未済額の徴収に鋭意努めているところでござ

います。 

 

○澤田委員 

 生活に困窮してどう仕様もないと言うことなのか。プライベートな事なので言及はできません

が、今後の対応をどの様にするかだと思いますので、職員の努力には敬意を表したいと思います

が、生活保護、社会福祉の面からも色々検討しなければならない事になって来るのかと思います

が、その辺の配慮を宜しくお願いしたいと思います。 

 

○建設課長 
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 今、澤田委員がおっしゃられた通り、生活保護を受けている方につきましてはそれなりの収入

があると言うことで納めて頂いております。滞納が多いのは季節労務に当たられている方でござ

いまして、夏の間は有る程度滞納を解消できますが、また仕事が無くなった冬場、１月、２月、

３月、４月、５月位まで使用料が滞ってしまうという繰り返し。それらが積み重なって増えて行

くと言うような状況でございます。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。実質収支に関する調書、財産に関する調書。５ページから６ページ。一括審査

をいたします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 農業集落排水事業特別会計を終了いたしますが、歳入、歳出など質問漏れがございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。焼酎事業特別会計、歳出。２ページから４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。歳入。１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 次に移ります。実質収支に関する調書、財産に関する調書。５ページから６ページ。一括審査

をいたします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 焼酎事業特別会計を終了いたしますが、質問漏れはございませんか。 

 

○委員長 

 本日はこれで散会をいたします。 

 明日は９時３０分から総括審査を行ないます。どうもご苦労さまでした。 

散会 午後 １時２２分 
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平成２０年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第 3 日） 

 

平成２１年９月１８日（金） 

   開 会   午前 ９時３０分 

   閉 会   午前１０時２０分  

 

 

○委員長 

昨日に引き続き、ただ今より総括審査を行います。 

各会計全般に亘って行います。 

 

○畠山委員 

 平成２０年度の決算審査の総括の質問をさせて頂きます。まず初めに長引く景気低迷の中、世

界的な金融不安、特に地方の経済、雇用と大変な状況に置かれている中で、国の経済対策に先駆

けて秋に町単独施策、全町民への地域振興券交付或いは公共施設修繕事業の町内発注など、約２

億円の緊急対策事業をいち早く実施いたしました。地域の消費拡大に中では効果的な事業と高く

評価するところであります。平成２０年度の一般会計、特別会計を合わせた総決算額、歳入総額

７２億５千６８１万４千円、歳出総額７０億９千２万９千円です。この決算の内容は緊急的な地

域経済対策、雇用創出の取り組みを意識した決算と見受けられ、高く評価をするところでありま

す。このことについての２点について、質問をさせて頂きたいという風に思います。 

２０年度の緊急対策については町民大変高く評価をするところでありますが、この執行者の立

場としてどう言う評価をされておられるのかと言う部分をお聞きしたいと思いますし、決算総括

の質問では無いと思いますが、今年度２１年度については緊急対策の事業をやられている、そし

て政権交代がなされたと言う部分の中では今年度の緊急対策、いろいろなメリットがある訳であ

りますが、この条件が変わってきた時にどういう風なものの考え方で進めて行かれるのか。これ

らについてお伺いをしたいと思います。 

 ２点目についてでありますが、地方債の繰り上げ償還についてお聞きしたいと思います。特別

会計の簡易水道事業債、或いは下水道事業債、利子償還額が出ている訳ですが利率が幾らになっ

ているのか、また、これら繰り上げ償還が出来ないのかどうか、併せてお聞きしたいと思います。

以上です。 

 

○町長 

 お答えを申し上げたいと思います。１点目の地域振興対策の関係でありますけれども、ご質問

にありました様に長引く経済の伸び悩みが続いている訳でありまして、昨年度は議会のご了承を

頂きまして地域振興対策を講じさせて頂いた訳であります。丁度、年末前に実行できたと言う面

もありまして非常に効果的ではなかったかなと、このような感じを受けているところであります。

併せまして、これと同じように国も対策を講じた訳でありますけれども、これは３月或いは４月、

まだ実施中のところもある訳でありまして、それと比較する上では非常に効果的であったのでは

ないかと、この様に感じているところであります。こう言ったことができますのも議員各位の色
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んな面の財政的な支援、ご指導の賜物ではないかと思いまして心から感謝を申し上げる次第であ

ります。今後の関係でありますけれども、わたくし自身も政権が変わった訳でありますし、現在

すでに国の補正予算で計上しているものにつきましても、今日の新聞を見ますとあるものについ

ては取り止めるとか色んな状況が出ている訳でありまして、これから推移を見て行かなければな

らないものと思っております。ただ、現在想定されております事は、議会で議決を頂きました案

件については今のところ大丈夫ではなかろうかと、その様に感じているところであります。緊急

対策事業の今後の考え方でありますけれども、これからの経済動向を鑑みながら、また議会とも

充分論議を進めさせて頂きたいと、その様に感じているところであります。 

 ２点目の地方債の繰り上げ償還の関係でありまして、簡易水道事業、農業集落排水事業、それ

ぞれ未償還額を抱えている訳でありますけれども、簡易水道につきましては４％台という金利が、

約９４、９５%程度と言うことであります。地方交付税で７割の財政負担のある過疎債も借りて

いる訳でありますし、総合的なことを判断しながら、これから財政状況も鑑みながらまた検討さ

せて頂きたいと思っているところであります。 

 

○畠山委員 

 １点目の関係でありますけれども、緊急対策と言う部分の中ではこれから国が変更する部分、

それらを見極めながら相談をすると言うことは変わればゼロになると言うことで理解して宜しい

のでしょうか。 

 

○町長 

 新しい政権が景気浮揚対策で、それと同等の施策を講じられた場合はそう言ったことも考えら

れようかと思いますが、現在のところ全くまだ未定であります。 

 

○畠山委員 

 １点目についてはその可能性もあると言う部分、これを理解しておきたいと思います。次の２

点目の地方債の関係でありますけれども、これらについても昨年の７月の委員会に係ってござい

ます。これらの方向性、当然償還をするについても条件等があって簡単に出来る、出来ないと言

う部分を理解する訳でありますが、この年度中にでも方向性を出すと言うお話がされたかと、私

が記憶するところであります。これらについて、どうなっているのかお聞きしたいと思います。 

 

○町長 

 政府資金の償還と言うのは非常に規制が厳しく掛けられておりまして、金利の高い高金利時代

に借りたものについてはある程度弾力的な繰り上げ償還が出来る訳でありますけれども、先ほど

お答え申し上げた様に４%台が清里町の場合は非常に多いという事もありますし、また従来から

議会のご了承を頂きまして高金利につきましては繰り上げ償還をしていると言う経緯もありまし

て、現在のところ５％以上或いは６％以上、本来、国から借りたお金というのはその期間内に返

さなければならない事になっております。財政投融資で金利も全部国家財政の中で回っている訳

でありまして、これを繰り上げ償還するという事は健全化計画を策定して行かなければならない。

こう言った難しい問題もありまして、また仮にその健全化計画を策定して承認された場合は３ヶ
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年間はお金を借りられないという、こう言う規制が掛かって参りますので非常に難しい問題が有

りますので、清里町の場合は金利の関係もありまして繰り上げ償還はしないと言う考え方で進ん

でいるのが現状の訳であります。 

 

○畠山委員 

 当然、政府資金の繰り上げ償還については制約があると理解をする訳でありますが、最高７% 

であったのが今は５%、６%であると。ただ、５%、６%であっても大変な額であろうと私ども

は思う訳であります。何とか少しでも、健全経営をするのであれば返還する努力をしたい。その

条件の中でクリアーできるものについては事前に、単年度単年度ではなく長期に計画を立てるな

らそれもできるであろうと思っています。今、預金の金利も０.０台が実情であります。５%,、６ 

%と言う金利では厳しいと言うことでありますが、一つ一つ解決して行かなければならないと思

いますので、努力をして頂ければと思います。 

 

○町長 

 具体的に申し上げますと、償還額約３億６千万円ある内の、金利の高い６％以上１４６万９千

円と言うことでありまして、これからの設備投資等を考慮した場合、むりやり繰り上げ償還した

場合に３年間の規制が掛かると言う、こちらのリスクの方が非常に大きいのではないかと言うふ

うに考えまして、現在、高金利の残高が非常に少ない訳ですから繰り上げ償還はしない方が清里

町にとりまして有利ではないかと、そのように判断いたしているところであります。 

 

○委員長 

 次に藤田委員。 

 

○藤田委員 

 それでは少し質問をしたいと思います。今回の平成２０年度の決算委員会と言うことで、７０

数億の予算が８０名の職員で津津浦浦まで、町民４千７００人の生活と社会環境の推移のために

使って頂いて何とか終わったと、この様な決算委員会の報告ですので私もその努力に対しまして

は心から敬意を表したいと思います。先ほど畠山委員も申しておりましたが、この２ヶ年くらい

で、国の政策では４回にわたり大型補正予算を投入しながら地域の内需拡大を図りながら地域の

活性化のためにやって来られた様な時の政治の流れでありますけれども、この間の地方統一選挙

では衆議院選挙におきましてはガラっと変わりまして、今度は民主党の生活者優先、地域優先と

言う形の中で国政が進んで行く様な形になって来たのではないかと、この様に感じております。

それに当たりまして、先ほど畠山委員も申し上げましたけれども、もう一度町長に、戦後６０数

年続いた政策の転換期に当たって我が町長もこの清里町の町長として、この後４年間色々な政策

的に抜本的に変わって来ると思いますけれども、その辺の指針について、どう判断して今後我が

町長が先頭に立ってこの町を引っ張って行こうとしているのか、その点のお考えをお聞かせを頂

きたいなと、この様に思います。 

 

○町長 
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 従来から町の予算策定に当たりましては、町の振興発展に寄与するために計上をしてきて参っ

て来た訳でありますし、また国におきましても、本年度予算につきましては長引く景気の低迷を

少しでも良くしようとする国の政策として補正予算を数多く計上をして来たところであります。

清里町におきましてもご審議を頂きましたように、この補正予算に則りまして町の計画事業を今

回補正をさせて頂いた次第であります。これらにつきましては、当然清里町が近い将来に実施を

しなければならない事業につきまして、今回補正のご承認を頂いたわけでありまして、今後の関

係でありますけれども、戦後初めて本格的な政権の転換がなされたと言う事が報道で言われてい

る訳でありますけれども、私自身今回変わったばかりで、これからどう言う流れになるのか正直

言って方向性が分からない訳でありまして、内面的なお話をいたしますと、網走支庁管内町村会

としましても今後どう言う風にしていくのが良いのか、正副会長で直接東京に出向いて、この１

２選挙区はお二人の政治家がおられる訳ですから、おニ人にお会いをして今後どの様にして行く

のがいいのか、ざっくばらんなお話をしようと言う事になっている訳であります。国の政策と言

いますか、政権与党と政権野党と言うのは厳然たる違いがある訳でありますし、当然住民の生活

あるいは福利厚生全体を担っている首長にとりましても非常に大切な事でありますし、また、そ

うかと言ってこの人間関係が一夜で変わるものでもありませんし、そう言った諸々の事を総合的

に判断をしながらどう言う結論が良いのか、我々３人に網走支庁管内託されているわけでありま

すし、丁度今月の３０日に管内の総会も控えている訳でありますし、そう言った事を鑑みながら

ざっくばらんなお話合いをして行きたいと、その様に考えている訳であります。流れとしまして

は、この政権与党が全責任を負う訳でありますし、当然そうならざるを得ないと十分承知してお

りますし、色んな難しい問題もある訳ですから、ざっくばらんな意見交換をして結論を出して行

きたいと、その様に考えている訳であります。気持ちとしましては、当然政権与党を中心にこれ

から進めて行かなければならないものと、その様に考えているところであります。 

 

○藤田委員 

 町長から、時代が変わっていく中で町としての対応と言う事でご意見ありましたけれども、私

議員一人としましても今後まだ未知数のものがありますので、時代に合った流れに沿ってやって

頂く様にお願いをいたしたいと、この様に思います。それから次にですね、これも私の個人的意

見で２、３点お伺いいたしますが、この３年ですね、我が清里町におきましても麦作センター、

当時の自民党与党の先生方の、町長さんも良く言われておりますが、そう言う形の中で今回のま

ず麦作センターの事業なんですけども、今年もこの前の産建委員会でもちょっと出ておりました

が、予算が付いたので事前着工するんだと、こう言うご提案でしたけれども、その前の予算も２

０なん億付きましたけども、その辺のまず詳しく説明をして頂いて、総事業がなんぼ掛かって補

助はなんぼで、農家負担はどの位でと、この点について、今回と今年からやって行く事業とその

前からのを、その辺をまず報告をお聞かせ頂きたいと思います。その理由は、私が特に町長さん

にお願いしたいことは、何年か前に過疎債使って４億４、５千万投資して町が事業主体でやって

頂いたという事で、２億何ぼのお金が農家負担少なくなって私らも有難かったと言うことであり

ます。本当に農業が主体のまちづくりが原点だと言う事であれば、やっぱり終わってからでも、

農業振興で町の対策とした今回の事業は１７、８億の自己負担もしなきゃならない様な状況にな

っております。２３０戸で１７、８億の予算を背負って払って行かなきゃならない状況に来てお
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りますけれども、その辺を何とかですね、２年、３年遅れても良いですから町として農業振興の

対応の中である程度の補填とは行きませんけれども、助成をしながら前向きにやって頂けるよう

な道が無いのかなと、この様に考えているんですけども、その点についてちょっとお伺いをいた

したいと思います。 

それから林業関係のことでお伺いいたしますが、これも６年位前だと思いますが、林業関係で

林業の退職金制度と言うことで働く人のために町が一部助成を出しているはずなんですけども、

この辺を詳しく聞かせて頂きたいと思います。なぜそれを言うかというと、時代も変わって参り

まして商業関係、建設業関係でもやっぱり従業員として各店で働いている方がいる訳であります

が、時代も変わりましたので一人でも町の皆さんに心を持って稼いで頂くためには、商業の皆さ

ん、建設業の皆さんでも、長く勤める方、短期に勤める方にそう言う補填、失業保険をかける掛

け金の２分の１、退職金制度の掛け金の２分の１だとか、そう言う私の個人的な案でございます

けれども、そう言う対応をですね今後の中で前向きに検討して行けないものかなと、この様に考

えております。 

それと、もう１点ですが農業関係。この３、４年前から品目横断になりまして、私自身も前に

もお話しいたしましたが、３８町で約６００万から７００万、同じものをとっても値段が下がっ

ております。そう言う形の中で今、私らみたいに後継者のいないのは良いですけれども、若い世

代の方たちが夢を持って今頑張って頂いている家々が沢山ある訳でありまして、そう言う人たち

が少しでも生き残れるような道、それは裏を返せば辞めて行く人が土地を少ない人に貸せば良い

のですけでも、色んな事情があって集める人は一人集めと、こう言う形になっております。この

辺も、町と農協が話し合いをしながらやる気のある若者の人たちに貸せるような、そう言う方式

が無いのかなと感じておりますけれども、今年の国の政策の中には辞めて行く人にも補填を出し

ながら土地の貸付方式を考えて行ったら良いのではないかと言う様な案も出て来ているようであ

りますので、その辺も町対応として今後考えて行くことが将来やる気のある人が残って行けるよ

うな、そう言う農業経営になるんではないかと考えております。まずこの点からお聞かせを頂き

たいなと思います。 

 

○町長 

 ３点についてお答えをいたしたいと思います。１点目の農協の麦乾燥施設でありますけれども、

この関係につきましては１０億を超える事業費になる訳でありまして、今回国の補正予算の対象

になった訳でありまして、２１年度と２２年度、とりあえず２１年度、半分認可されまして事業

着工の準備をしているところでございます。全体の事業費の関係色々ある訳でありますけれども、

確かご質問の関係は平成１９年の全体事業費、町が実施しました８億数千万の事業費の関係だと

思いますけれども、その当時は残り分には過疎債対応し、２億数千万は農協負担と言う事になっ

ている訳であります。今回の関係につきましては非常に技術的に難しい面もある訳でありまして、

これからどう言う対応をして行けるか、来年の状況ですからこれについてもこれからの動向を注

視して行かなければならないかなと思っているところであります。２２年の動向も考慮しながら

どう言う姿が良いのか十分研究、検討させて頂きたいと思っているところであります。 

２点目の林業労働者の退職金制度については長い歴史経過を経ている訳でありまして、当時と

しては林業労働者、大変な状況に置かれていた訳でありまして、事業主、労働者双方について支
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援をさせて頂いて現在に至っている訳であります。ただ、これからの商業、建設業の枠拡大につ

きましては、どう行った状況になるか内容を十分精査をしながら検討をさせて頂きたいと思って

いるところであります。まず、実態の把握する事が先決でありますし、そう言った色んな難しい

状況も検討しながらご相談申し上げて行きたいと、この様に考えているところであります。 

品目横断制度につきましては色々功罪がある訳でありまして、その後単品の補助制度を作るな

ど色々ある訳でありますけれども、問題はこの現在の制度がずっと続くと仮定した場合どの様に

なるのか、このご質問にあったように非常に難しい問題をはらんでいる訳であります。現在は約

２３０戸の農業経営者の方々が平均すると４０ヘクタールを耕作いたしている訳でありますけど

も、毎年３軒ないし４軒の方々が後継者が無くて辞められるという方が出ておられる訳でありま

すけれども、その跡地の問題がある訳でありますし、借地が増えると言う問題もありましょうし、

また現代の姿では買収して規模を拡大するという時代でもありませんし、現在の農地制度の根幹

に絡んで来る問題でもありますし、非常に苦慮しているのが実態の訳であります。この関係につ

きましてはどういった方法が良いのか、清里町としても北海道あるいは国の方に非公式に提言も

しているような状況でありまして、農業の大先進地が清里町なわけでありますから、第２の、日

本で清里町的な農業、農村の関係がこれからも出て来ると言うことが想定される訳でありまして、

そもそも農地法自身が農業経営者には後継者がおられると言う前提の下の法律、設計のわけです

から、規模が小さい内はまだ規模拡大で良かった訳でありますけども、ある程度の規模に到達し

た場合は非常に難しい問題が出てくるわけでありまして、これから更に国あるいは北海道の方に

どう言う制度が良いのか働き掛けて行く必要かあるのではないかなと、その様に考えているとこ

ろであります。以上を申し上げて答弁に代えさせて預きます。 

 

○藤田委員 

 私も一応農家をやっている関係上、あえてもう一度聞いた意味と言うのを確認しているのです

けども、１９年で一応過疎債で４億なんぼ、農協が２億なんぼ、組合員２３０戸で１戸１００万

くらい助かったと、簡単に言えばこういう事ですね。それとその次は２０何億で４０何%補助で

１２億くらいの借金を背負わされたと。そのことが、予算がついて有難いんですけどもね、今年

と来年と１０億くらいやるんですけども、そう言う形で総額１７、８億の借金を背負って償還を

して行くようになるんですけども。私が今言いたいことは、それを２３０戸で手数料方式で払っ

て行く訳なんですけども、時代も変わりましたので農業も今大変な時期が来ているので、農業振

興の一環として、それに対して一部でも町当局で考えて行く時代が来たのではないかと、こう言

うことでお聞きをしたところであります。これは答弁はいりません。 

それから商業関係のことですけども、その当時確か１社５００万円、１年間に２千８００万、

３年間で７千何百万の投資をしたと言う画期的な林業政策の一端だったんですけども。それはそ

れで良いのですけれども、だけども、今度順次、商業だとか色んな人を使っている会社が沢山あ

りますよね。そう言った人たちにもそう言うのを一部併用しながら、何か町当局としても地域振

興のために予算投入をして行けないのかなと。そう言う時期が来たのではないかと言うことで私

が今聞かせてもらったところでありますので、一つこう言う意見もあったと言うことでお聞きし

ながら、この後長い年月の中で対応して頂きたいと思います。 

それと、この間の予算委員会で、緑清荘だとか福祉センターの計画、予算がとんとんと通って
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行ったんですけども、ここであえてお聞きをいたしたい事は福祉センターの建て替え、これは私

も賛成した一人でありますけれども何が基本で、総務課長は災害対策避難場所と言っておられま

したが、それでは防災会議だとか色んな会議があると思うんですよね。自治会会議だとか防災会

議だとか色んな会議の中で集約をして来て、そう言う話が出て来たのか出て来ないのか。ちょっ

とこれだけ確認したいのですが。 

それから緑清荘におきましても、商工会の色んな部会が沢山あるかと思いますけども、商工会

の何だか委員会が色々な陳情の中で、そう言った意見も上がって来ているのでそう言う方向に向

かって来たんだと、この様な総務課長のお話だったんですけども、その辺の意味をきちっと今聞

いておかなければ、賛成した一人でありますけれども、今度聞かれた時に何があってこう言う事

をやるんだという事を皆さんに訴えて行かなければならない立場ですので、その点をもう一度聞

かせて頂きたいと思います。 

それと、今、６５歳以上が１千５００人くらい清里町におられます。１０年くらい前ですと、

自治会連合会それから老人クラブの役員は皆役場の職員、農協の職員が、退職して厚生年金だと

か農林年金を貰う人たちが殆どやっておりまして風呂代はタダにしてもらわなくて良いんだと、

そう言われまして私も困っていると前々の町長が言っておられました。今は時代が変わって参り

まして、ちょっと聞きますと新町や向陽あたりから毎日風呂に来るのにバスで送り迎え出来ない

ものかなと、そう言うお話も今出て来ております。そう言う何かの交通を利用して、スクールバ

スなど色んなのがありますけれども、解釈を大きくして同じ金を使いながら朝１０時、晩は４時

とかに送り迎えをしながらやって行く様なまちづくりをして行かなかったら、この３つの温泉が

有効利用、ディサービス、老健とありますけども、ディサービスに行く手前のお年寄りたちに元

気に集まって預きながら、私らもそう言う時期がすぐ来ますけども、そう言うことに目を向けな

がらまちづくりをして行かないと病院代の下敷きになるのではないかと、この様に私は感じてい

るのですけども、その辺の考えがあればお聞かせを頂いて、私の時間が来ましたので質問を止め

ますけどもその意見だけ一つお聞かせを預きたいと、この様に思います。 

 

○町長 

 お答えを申し上げたいと思います。麦乾燥施設につきましては厳しい環境下ではありますけど

も、何とか補助対象になるような姿になるように努力をして参りたいと思っております。 

また、ご質問にありました商業関係は非常にご質問の内容に十分理解出来ますので、何か良い

方策が無いのか研究、検討して参りたいと思っております。 

あと、緑清荘、福祉センターにつきましては都市農村交流、こういったものが大きな補助の目

的であります。現実の利用状況は現行とそう変わらないものと認識をいたしております。あと、

増築をすれば良いというものではなくて、その後の有効活用につきましても十分考慮しながら進

めて参りたいと思っているところであります。ただ、ご理解預きたいのは今回、国庫補助を受け

る場合の名称がありますし、その名称をなかなか外す訳にも行きませんので、そう言ったことも

ご理解を頂きたいと思います。基本は町民の皆さんが使い易い、そう言った建物に配慮しながら

考えて行きたいと、その様に考えている訳であります。 

高齢化時代を迎えまして清里町も高齢化率３１％前後になろうとしているところであります。

同じ規模の町としましては高齢化率が低い方ではありますが、しかし、これからのまちづくりは
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元気なお年寄りを沢山作る事が目的でありますし、風呂代無料だけではなくて、どういった方法

があるのか十分考えて行く必要があるんではないかと思っているところであります。世の中の流

れ一番難しいのは、皆さん方も今日の新聞、あるいは昨日の新聞でご承知のように、財政状況の

悪いところは新聞報道をして全国民にその町の理事者、議会あるいは選挙民に訴えると言う国の

方針が出されまして、これがある訳でありますから私の責任上、ある面であまり人気が無いかも

しれませんけれども財政健全化のためにある程度我慢をして頂く、こう言ったことも大事ではな

いかと思いますし、そうかと言ってただ財政だけ中心で冷たい世の中では困るわけでありますか

ら、その両睨みでこれから十分検討させて頂きたいと思っているところであります。 

 

○委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 以上で総括審査を終わります。 

 終了に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

以上を持ちまして平成２０年度各会計の決算審査を終了させて頂きます。委員各位並びに、理

事者、職員に対しましては３日間審査運営にご協力頂きましたことに厚くお礼を申し上げます。

審査中に各委員から出されました意見等につきましては、今後十分検討預きまして明年度の予算

編成また行政執行に活かされますように要望をいたします。経済情勢、財政状況など大変厳しい

時代を迎えておりますが、町民の幸せ向上のために一層の工夫と努力をご期待申し上げまして審

査終了の挨拶といたします。ご協力誠に有難うございました。 

  

○委員長 

ここで暫時休憩いたします。 

 町理事者、職員の方は退席願います。 

（退席） 

 

○委員長 

 休憩前に引き続き審査を行います。 

ここで、認定第１号平成２０年度清里町一般会計歳入歳出決算認定から、認定第８号平成２０

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８件を一括議題といたします。 

 お諮りします。初めに決算審査の意見の取りまとめを行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○委員長 

 異議なしと認めます。審査意見の内容については事務局長に説明させます。 
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○事務局長 

 それでは、お手元に配布の決算審査特別委員会審査報告書について案をご説明申し上げます。

３番目の審査結果からご説明申し上げます。各会計とも認定すべきものと決した。４の委員会の

意見でございます。平成２０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、各会計はそれぞれ適正かつ効率的に予算執行及び事務処理が行われており、初期の目的が

達成されたものと認める。なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断

基準比率及び資金不足比率とも早期健全化基準を下回り健全財政を維持しているが、決算の歳入

の性質別財源構成を見ると自主財源は３０.３％に留まり、町税、使用料等は人口減少や景気の悪

化等により減収しており、地方交付税に大きく依存する財政運営となっている。また、町税、使

用料等の収入未済額の増加や若干上昇してきている経常収支比率の傾向についても今後推移を注

視して行く必要がある。こう言ったことから、第２期清里町自立計画に基づき引き続き行財政改

革を推進し、限られた財源の重点的、効率的な配分により町の活性化を図るとともに、今後とも

健全財政の堅持に一層勤められたい。ついては今回の決算審査特別委員会での意見等を十分検討

され、明年度以降の予算編成や行政執行に活かされるよう望むものである。以上でございます。 

 

○委員長 

 審査意見の内容について、ご意見を伺います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 異議なしということですので、以上で審査意見の取りまとめを終ります。 

 お諮りします。各会計の決算認定について一括採決したいと思いますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○委員長 

 異議なしと認めます。 

これにより、各会計一括して採決します。この採決は挙手によって行います。認定第１号平成

２０年度一般会計歳入歳出決算認定から認定第８号平成２０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は、認定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

 

○委員長 

 挙手全員であります。 

したがって、認定第１号平成２０年度一般会計歳入歳出決算認定から認定第８号平成２０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は各会計とも認定する事と決定いたしまし

た。 

 

 

●閉会宣告  
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○委員長 

 これで本決算審査特別委員会に付託された案件については、全て審査を終了いたしました。 

 これで決算審査特別委員会を閉じます。どうもご苦労さまでした。 

                                                              閉会 午前 10 時２０分 


