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平成２１年度清里町予算審査特別委員会会議録（第１日目） 

 

 

平成２１年 ３月１２日（木） 

  開 会    午前 ９時３０分 

    閉  会        午後  ３時１８分 

 

 

●出席委員（８名） 

    委 員 長      澤 田 伸 幸               委  員  田 中   誠 

    副委員長    藤 田 春 男               委  員  細 矢 定 雄 

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

委  員  加 藤 健 次              ※議 長    村 尾 富 造      

    委  員    畠 山 英 樹                                      

 

 

●欠席委員（０名） 

 

 

●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       企画財政Ｇ主査    熊谷 雄二 

企画財政Ｇ主任        土井 泰宣       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     

町民生活Ｇ主査        野呂田 成人       町民生活Ｇ主査    原田 賢一        

町民生活Ｇ主任    吉本  淳     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         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      清田 憲宏         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         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 

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 

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     柏木 繁延 



  
 
 

- 2 -

学校教育Ｇ主幹    鈴木  敏         学校教育Ｇ主査    佐川 悦子 

  学校教育Ｇ主査    岸里 隆司         社会教育Ｇ主査    武山 雄一 

  社会教育Ｇ主査        本松 昭仁         社会教育Ｇ主査    松木 治巳 

焼酎事業所長     長屋 将木         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 

 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ただ今から予算審査特別委員会を開催いたします。 

 予算審査特別委員会の開催に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。私が委員長、藤田議員

が副委員長として選出され、この予算審査特別委員会の運営の重責を担うことになりました。ど

うぞ宜しくお願い致します。ご存知のとおり世界的な金融危機などを受けて特に地方経済は厳し

さを増しており、清里町においても基幹産業の農業、また、商業、工業などの産業においても厳

しい経営を余儀なくなされています。また、財政運営においては緊急的な課題解決や多様化する

行政ニーズに対応するため、限られた財源を有効により効率的に使っていく工夫が益々求められ

ております。本定例町議会に平成２１年度各会計予算が提案され、本日から１３日までの２日間

にかけて審査を行うことになりました。言うまでもなく予算審査は１年間の町の仕事を決める極

めて重要な場であります。そういう意味においても各委員各位の将来展望に立った建設的な意見

と、理事者側の明快な答弁を頂きたいと思います。２日間、委員各位そして理事者各位の特段の

ご協力を願いますよう宜しくお願い申し上げまして挨拶と致します。宜しくお願い致します。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

  これより平成２１年度各会計の予算審査を行います。 

 審査の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 

 それでは進め方につきましてご説明致します。予算審査特別委員会の議案を見て頂きたいと思

いますが、一般会計につきましては歳入は款ごと、歳出は目ごとに審査を行います。但し小さな

歳出の目につきまして、また、歳入の款につきましては複数をまとめて審査を行います。審査の

順番は歳出歳入の順で行います。各款ごとに説明員の呼び出しを行います。別紙に予算審査の目

次がございますのでご覧頂きたいと存じます。消防費につきましては休憩中の審査と致します。

特別会計については一般会計と同じ方法で審査を行いますが、歳入歳出ごとに審査を行います。

会計別の順番については記載のとおりでございます。総括審査については会計全般について行い

ます。以上で簡単ですが説明とさせて頂きます。 
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○委員長（澤田伸幸君） 

 審査の進め方についての説明を終わります。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 それでは、一般会計、歳出から審査を始めます。 

 説明員交代のため暫時休憩いたします。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 休憩を解いて審査を始めます。 

 まず、３９ページから４０ページ、議会費について。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので総務費、２款総務費、給与費、職員給与費、４０ページから４１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次いきます。総務管理費、一般管理費、４１ページから４２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 続きまして、２目財産管理費から３目地籍管理費まで一括、４２ページから４３ページ。 

 

○加藤委員 

 ３目地籍の委託料の関係ですが前にも聞いたことがあると思う訳ですが、毎年度こういう形で

出てきているわけですが、毎年整理することは大切だと思いますが、経費の状態が同じような状

態ということはやる内容についての変化っていうのはそんなに無いのかどうなのか。この辺につ

いて詳しく、どうしても必要なものだと理解はする訳ですが。 

 

○総務課長 

 委託料の２４０万円につきましては毎年度地籍図の本編を前年度の異動に応じて修正を行って

いるものです。これにつきましては財産権等に伴う公図でございますので、遂次行うのが当然法

律上必要となっています。特に、ここ２年程につきましては法定外の財産の売払いですとか、新

しい農道制度の関係で土地の移動がかなりの数に上ってございますので、そういったものについ

ては当然しっかりとした部分で毎年遂次行って行く必要があると。こう言ったものがあるという

形の中で現在まで実施をしてきてございます。特に新年度予算につきましても、だいたい千筆程

度の異動が既に２０年度の中において異動がございますので、そういったものについて適正に管

理を行うために必要と考慮した中におきまして２４０万円の予算計上をさせて頂いた。こういっ

た異動の関係が一定の数に落ち着いてきた場合には、この予算についてもある程度落ち着いてい
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く形になると認識していますので、ご理解頂きたいと思います。 

  

○加藤委員 

 理解できる訳ですが、私の記憶している範囲内では、最近の地籍の異動になった以前でも総体

的にはそんなに大きな変動がないと捉えているので、もう少し簡略出来るものであれば、或いは

どうしても法律的な、そういうものなのかをもう一度精査して執行をして頂きたいと思います。 

 

○総務課長 

 十分、中身については今後とも精査をしながら予算計上、施行を図って参りたい。かように考

えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次、進みたいと思います。４目広報費、５目自治振興費一括して、４３ページから４４ページ。 

 

○田中委員 

 ４４ページの自治振興費、地域活動事業交付金、これについてお伺いしたい訳ですけれども。

これも何年か経過した中で、昨年度の、今までの利用度合いを大まかで良いですからお聞かせ願

います。 

 

○町民課長 

 本年度のまだ途中でございますけれども、１千万の内それぞれ修繕料等々、各自治会で最終的

に契約に立って多少の減とか等々ありまして、今のところ見込みでは９６０万円程度の決算にな

るんではなかろうかと、このように考えております。 

 

○田中委員 

 １千万程度と言うことで、中身についてはどういう交付があるのかお伺いしたい。 

 

○町民課長 

 １千万の内の９６０万円の一番大きなものについては、自治会運営交付金っていうのが４００

万ちょっとございまして、４０数％あるのではなかろうかと思います。あと、花いっぱい運動が

大きなものでは１２０万程度。それから高齢者敬老会が約１６０万程度。それから自治会の会館

のもろもろの修理整備関係が約１６０万程度が大きなものでございます。この他には自治連の運

営会交付金、まちづくり協議会の運営交付金、ボランティア除雪等の交付金、こういうものがあ

り大きなものは今言ったような形でございます。 
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○田中委員 

 私も、この交付金制度が出来てある程度自治会の活動の活性化を期待していた訳ですけども、

決まりきった自治会運営費補助とか、それから普段やっていた事で。何か新たに自治会活動が盛

り上がって行くような、そういう交付金制度の補助項目っていうのをもう少し幅を広げて、もっ

と自治会で使いやすい制度に、そういう問題もあるのかという気もするのですが、そこら辺どう

でしょう。 

 

○町民課長 

 メニュー的にはかなりのメニューがございまして、かなり広いんでなかろうかと思いますけれ

ども、今言われた件につきましては今後自治会関係会議等の中で新たな希望が有るのか無いのか、

中身的に見直しが必要なのかどうか、今後機会があればそういうようなご相談もして行きたいと

思います。項目的にはかなり広い枠の項目がありますので、かなりの部分では本来的には該当す

るのではなかろうかと、この様に思っております。 

 

○田中委員 

 せっかくこういう制度が出来ているので、大いに活動出来るように行政の方からも指導って言

いますか、そういうので徹底してもらいたいと、この様に願うところでございます。 

 

○細矢委員 

 新規事業で上がってきている訳ですけども、広報費の中で広報作成用のパソコン購入２台、そ

の他に編集用ソフト一式となっているんですけども、広報と言っても色んな広報があるわけです

ね。町の広報から刊行物の広報までいろいろあるわけですが、これはどういった物の広報作成に

必要なのか。そして、広報作成用のパソコン２台って言うのはそれぞれ人が違うから２台が必要

なのか。その辺のことを詳しくお聞きしたい。 

 

○総務課長 

 今回新規事業で購入いたしますパソコンとソフトについては、基本的には毎月１日に発行して

いる町の公報、それに１５日発行のお知らせ版を作成するための機材というふうにご理解いただ

きたいと思います。ご存知のとおり、当町の広報につきましては印刷のみ業者委託で全て職員が

記事の作成さらには編集等をパソコン上で行ってございます。現在入ってるソフト、そういった

ものやパソコンが非常に初期の関係で平成１２年に入れたものでして、機能的に非常に劣ってい

るということがございまして、今後とも合理的な、また内容的に充実した事務の遂行を図るため

に今回更新をさせていただく、この様にご理解いただきたいと思います。また、２台パソコンを

更新する理由でありますけども、ご存知のとおり、昨年４月１日からグループ制になってござい

ます。そういった中で、従来のやり方では広報担当者１名がでほとんどその月の広報を作ってお

りましたが、新年度にあたりましてはよりグループ制のメリットを活かすために、特に特集記事

ですとか、そういったものについて非常に時間を要するものがございますので、担当者、グルー

プ制でございますので２名体制の中で交互に特集については早めに取材を行っていく、記事の集

積を行っていく、そういった新しい体制の中でグループ制に応じた対応を新年度から図っていく、
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そういった準備体制を含めてパソコン２台を購入させて頂く予算を計上させて頂いておりますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○細矢委員 

 今までは、町広報、委託印刷などをやっていたわけでしょ。そういう中で今の説明では職員で

やっていくと、大変良いことだと思うわけですけども、この広報費の中で印刷製本費も１７４万

９千円みられているわけですが、そういった職員の手で作ったものを印刷するための費用として

１７４万９千円が必要だと、こう言うふうに理解して宜しいですね。 

 

○総務課長 

 はい。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次に進みます。６目交通安全対策費、７目防災対策費一括して、４４ページ

から４５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次に進みます。８目町有林管理費、４５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次進みます。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して、

４６ページから４７ページ。 

 

○細矢委員 

 科目が過ぎているんですけど、町有林管理費で聞きたいと思ったんですがよろしいですか。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 よろしいです。 

 

○細矢委員 

工事請負費の中で町有林下刈工事請負費２９万７千円。これ、どの程度の、２９万７千円程度

の下刈費用と言ったらそう大きな事業ではないと、町有林を考えた場合に思うんですけど。どの

ような規模で、大体、例えば人夫数ですとか、面積だとか、そういうものをちょっと詳しく知り
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たいんですけども。 

 

○産業課長 

 町有林の下刈工事請負費についてご説明申し上げます。昨年と比べまして減ってはございます

が、合計いたしまして町有林６、１９ヘクタールについての下刈工事を予定しております。 

 

○細矢委員 

 約７町歩、６町ちょっとですか、面積にして。２９万７千円くらいで出来るのだろうか、どん

な作業なのか。最近森林の手入れが非常に粗雑になってきて山も非常に荒れてきていると。こう

いうような状況が町有林ばかりでなくて民有林も、それから国有林も目に付くようになってきて

いる訳ですが、やはり私は町有林の下草刈とか、そういった山の手入れについてはもう少し金を

掛けるべきでないかと日頃思っているものですから。この２９万７千円くらいで出来るとすれば

それはそれで良いわけですけども、もうちょっと作業の内容、ただ、刈り払い機で刈るというだ

けでは無いような気もするんですけども、その辺どうなんですか。 

 

○産業課長 

 今回の２１年度の下刈工事については、向陽の町有林につきましては計画的にはございません。

江南、青葉、清泉、来運という４ヶ所の町有林の下刈を予定してございます。それぞれカラマツ

とかグイマツとかございますけれども、４年生等の木の下刈の、下枝の払いと言いますか、そう

いうことで１町歩当たり４万８千円くらい、１ヘクタール４万８千円くらいで、昨年も５万ちょ

っとですので、そのぐらいの程度で出来るかなと言うふうに予算を立ててございます。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんね。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ９目から１１目の、支所及び出張所費、札弦センター費、緑センター費についてございません

か。４６ページから４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次進みます。１２目顕彰費、１３目報酬等審議会費一括して、４７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次進みます。職員福利厚生費、４７ページ。 

 

○勝又委員 
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 １点お伺いします。需用費の中の修繕料の２４２万５千円というのは、職員住宅の修理費とお

伺いしているわけでございますが、昨年においても２２０万ぐらいのお金が掛かっているという

様な部分で、かなり住宅も老朽化して毎年のように修繕料が掛かると。ただ、修繕するような形

の中で、いくら修繕しても古いだとか寒いだとかそう言う様な事が解消出来ない部分じゃないか

なと思いますけども、今後に向けて老朽化も含めてどのように考えておられるのか、ありました

らお願いします。 

 

○総務課長 

 職員住宅の修繕の関係ですけれども、現在年次計画を持ちながら使用に対応出来るもの、こう

いったものをしっかりと修繕をして行ってる、そういった状況でございます。現在管理している

職員住宅につきましては４７戸ございまして、その内容については、４３戸については今現在完

全に入居している分でございますけども、そういった順次必要な水回りですとか、屋根ですとか、

外壁ですとか、そういったのを遂次職員等の聞き取りも行った上で年次調整を行ってございます

ので、今後ともそういった計画の中において使用に耐える部分についてはこういった形の中で今

後とも修繕を加えて行く。また、老朽化して取り壊しが必要なものについては、また年次計画を

持って取り壊しをして行く、そういった流れの中で執行させて頂きたい、かように考えておりま

すのでご理解賜りたいと思います。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 宜しいですか。 

 

○勝又委員 

 はい。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

 

○加藤委員 

 １３節委託料の関係の職員研修講師委託料。こうあるわけですが、町内でやるのか或いはどう

いう所からどの様な関係の講師なのか。 

 

○総務課長 

 職員研修につきましては、今年度からグループ制が導入された事もありまして、新しい法律に

基づく職員研修の規定を設けてございます。そういった中におきまして、外部への派遣研修と併

せて職場内研修の充実を図っていく、その方向を定めております。したがいまして、今回予算を

計上させて頂いたものにつきましては職場内研修の部分での委託料と言うふうにご理解頂きたい

と思います。この分については、外部から講師を招いて役場内において職員研修を階層別に行っ

ていく。その講師派遣に対する委託料、これを予算計上させて頂いた。当初の特財として現在地

域振興協会からの補助金５０万もですね、現在要請してございますけども、そういった中で財源
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手当ても図って参りたい、かように考えているところでございます。 

 

○加藤委員 

 グループ制によって、研修することは大変良い事だと思いますし、講師の具体的な内容や方向

性、予算の中では国の予算の５０万円も付いていると。そういう中で予算内容で６５万見てます

と言う表現になったと思うんですが、具体的な内容や或いは講師の依頼方法とかは決まっている

わけではないですか。内容、どういう関係に対する講師を呼ぶのか。 

 

○総務課長 

 職場内研修の２１年度については、今後それぞれ研修委員会の中において詳細に詰めて参りま

すが、出来る限りそういった能力開発的なもの、こういったものを中心にしながら数回の研修会

を企画して行きたいと、現在この様に考えてございます。なお、先ほど特財につきましては国で

はなくて北海道振興協会に対して要請している、この様にご理解賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 北海道振興協会、そう言うことで分かりました。いつも思うわけですが、予算の時に、予算を

付けてこの後十分内容を検討して行きますと言うんですが、出来ればこういう関係の勉強をした

いんだと、こういう関係を持ってこういう関係の講師を呼びたいからこういう予算付けをしたん

だと、もう少し説明に当たっては具体性が欲しいと思います。 

 

○総務課長 

 現段階の考え方でございますが、基本的な部分では初任者を中心とした基本的な住民とのコミ

ュニケーションの技術、そういったものを身に着けるものがまず一つ。それからグループリーダ

ー、主幹職、総括主査を中心とした、そういった職務上のリーダーシップの発揮、そういったも

のを中心として２１年度は企画を、現在しているところでございます。 

 

○加藤委員 

 そう言うふうに聞くと、出来ればもう少し多い予算を付けても良いかなと言うくらいの感じは

しますので、そういうことが逆に言うと清里の町長の基本的姿勢にある、職員の地域担当制、こ

ういう関係の町民との対話というものは凄く重要ですし、そういうものが大いに図れると思いま

すので十分に、もうちょっと予算を掛けても良いくらいですので、削るばかりでなくきちっとや

っていただきたいと思います。 

 

○総務課長 

 委員のご意見を配しながら執行に当たって参りたい、かように考えてございます。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（澤田伸幸君） 

 次進みます。１５目総合庁舎管理費、１６目福祉センター費一括して、４８ページから４９ペ

ージ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次、１７目行政情報システム、４９ページから５０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので、全体をとおして質問漏れなどがありましたらお願いします。 

 

○２番（加藤健次君） 

 質問漏れって言うよりも、ちょっと考え方っていうか方向はどうなって行くのかという関係な

んですけども。勤務時間の改定がなされて縮小されて来ましたってことで、結果的に勤務内にお

ける時間というのが短くなった訳であります。それでなくても膨大な業務がある中で支障がない

のかどうなのか。 

 

○総務課長 

 当然、合理的な執務に当たっていく、そういった方向性の中におきまして昨年４月１日からグ

ループ制を導入をさせていただいております。そういった中で全体的な執務の効率化を図ると共

に、住民の皆さんに対する窓口、または事務事業における、そういった不都合が起きないような

形の中で対応を十分図って参りたい。こういった考えの中で今後とも十分進めて参りたいと思い

ます。したがいまして先ほど委員からご質問のあった職員研修等もですね、しっかり充実しなが

ら、そういった機能を発揮するように今後とも進めて行きたいと思いますので、ご理解頂きたい

と思います。 

 

○加藤委員 

 住民サービスやそういう面から下がるという事は無いと最初から理解をしている訳ですけど

も、基本的にそれ以外の部分の事務の関係が非常に膨大なわけでありまして、そのために時間外

っていうのがどうしても止むを得ずやっているという現状があると思います。毎年のように、約

１千６００万円程の予算が上がっているわけですが、２０年度に比べまして今年度は７７万６千

円マイナスで計上しているわけですが、それでも１千６００万円程あると。勤務時間が下がった

から時間給は厳密に言いますと上がったことになりますが総額では下がっているこういう現状。

多分これらの運用の仕方の中では当然のように振替えというのが基本で進んでいるのだろうと。

そして年々減少しているという事に関しましては理解はするのですが、そういう環境でありなが

らも１千６００万円、実際問題どこまで下がるかっていうのは計画ですので、予算ですので、そ

ういう形の中で非常に雇用問題の大変なこの折に、やっぱり最低でも１千６００万というのがあ
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るんですが。振替えとかそういう環境の中でこれをどこまで削減することが出来るか、精査して

もこういう感じがどうしてもこれ以上不可能なのか、或いはグループ制が導入されているわけで

すから、その辺の方向性についての考え方についてお伺いしたい。 

 

○総務課長 

 基本的な考え方としては時間外が生じないような形の中で合理的に職務が進められる、これが

ベストの考えでございます。特に職員におきましても健康管理、または社会参加、家庭生活があ

るわけでありますから、そういったことをきちんと踏まえた中においてグループ制を導入した中

において、そういった時間外がなるべく生じない。さらには、どうしても止むを得ず勤務をした

場合等におきましても、今委員がご指摘あったとおり振替えをしっかり取って行く。そういった

方向の中で進めさせていただきたい、かように考えてございます。時間外の実態でございますけ

れども、当初予算においては給与費の６％計上、この様になってございますがここ数年３.５％程

度。今年度グループ制を導入した中においては約２％台の後半に決算的には収まるのではないか

と、そういった状況でございます。今後とも十分職員の健康管理、さらには住民サービスの観点

からバランスが取れるよう努めて参りたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

 

○中西委員 

 ２目の財産管理費、１８節、４３ページ、備品購入費でお伺いを致したいと思います。この備

品購入費６３６万５千円計上されているわけでございますけれども、この中身は大方備品購入で

車の更新という事で２５１万６千円という事だと思うんですけども、この事についてちょっとお

伺いをしたいと思います。この公用車を減車及び年次的更新計画を実施するという事で今回はこ

のように１台購入されるという事だと思うわけなんですけども、お聞きしたいのは今後まだ減車

が出来るのか、我が町として今の状態として減車が出来るのか。それと、更新をして行くことで

すけども、この更新について今の車の耐用年数がどれだけ経っているのか、恐らく、計画的にと

いう事ですから何台あって更新をこれだけ、何年次に何台迎えているのか。それと、減車はどれ

だけ減車する予定があるのかどうか。その事についてお伺いを致したいと思います。 

 

○総務課長 

 全体的な車輌の減車や更新の考え方でございますけれども、基本的に業務に支障のない中にお

いて円滑な部分で更新等を図って行って参りたい、かように考えてございます。数字的な形を申

し上げますと、平成１６年の当初段階では管理している車は３８台ございます。平成２１年度当

初の段階におきましては約３２台という形の中でここ５年程で６台程減車をしてございます。そ

れと併せてもう一つの考え方でございますけれども、基本的には使えるうちは使って行きたい。

ただし、耐用年数が来たりしますので概ね大体２０万キロ前後を現在公用車の更新の目安として

おりますが、普通乗用車やまた特殊自動車、用途によって違いますのでそれぞれの状況に応じた

中で行っていく、そういった考え方を持っています。また、特殊自動車については補助金ですと
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か起債制度、そういったものがございますので、出来る限りそういったものに乗りながら現在ま

で計画的に更新して参っておりますし、今後ともそういった方向で進めて参りたい、かように考

えてございます。かつてはそれぞれ各課に専用車という形で設けていましたが、基本的には共有

化出来るものについては共有化する中で全体的な合理的な車の配置を行っていく、そういった方

向で現在も進めてございますので、今後とも今申し上げたような内容で全体的な車輛の管理運用

を図って参りたい、かように考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○中西委員 

 分かりました。業務に差し支えのないように減車をするという事ですけれども、かなり減車を

してきている様に見受けられるわけですけども、この職員の数で今まで必要だったから車があっ

た。５台ですか、減車したのは。先日の新聞にも載っておりましたけども、町長の執行方針にも

載っておりますが、町民と対話をして出前講座をしたりして、それにはやはり車がいるだろうし、

町民と対話をするには当然職員もどんどん町内の隅々まで行き渡るように出前講座とか申し出が

あったらどこまででも行くという訳だと思うんですね。その時にもやはり車で行けるような、減

車して車がなかったから出前講座に行けない、届かなかったなんで事の無いように、対応が出来

なかった事の無いような状態でなければならないんです。言葉では対応はします、出前講座しま

すと言って実際には出来なかったとか。車も必要な分というか、必要以上にはいらないと思いま

すよ。だけど必要だから今まであったのだから、どうやって減らすとか費用を掛けないようにっ

て言うのはよく分かるんですけども。それと途中で、耐用年数が来ているので、今の道路はそん

なことは無いだろうけども、冬道などでトラブルがあって届かないような事の無いような状態に

しなければならないかと思うんですけども。その点についてお伺いを致したいと思います。大丈

夫なんですか。 

 

○総務課長 

 現在までにおきましても車輛の関係でそういった住民サービスが低下するですとか、今、委員

からご指摘があった町民の皆様の所に出向いて対話をするとか交流する、そういった部分での支

障はございませんし、また今後ともそういった事が生じないような形の中で、当然公用車或いは

営業車等の借上げを含めながらしっかりとやって行きたいと考えておりますので、ご理解賜りた

いと思います。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ここで説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 
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 休憩前に引き続き審査を行います・ 

１目企画振興費、２目土地利用計画費一括、５０ページから５１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

３目花と緑と交流のまちづくり事業費、５１ページから５２ページ。 

 

○畠山委員 

 ３目の花と緑と交流のまちづくり事業の中の１３節委託料でありますけれども、これも昨年木

製花プランター製作委託という部分がありますけども、本年度については何箇所に誰に委託する

のかお知らせ頂きたいと思いますが。 

 

○総務課長 

 昨年度の製作個数については４０個でございます。今年度につきましては２０個を予定してご

ざいます。なお発注委託先につきましては町内という形の中で検討して参りたい、かように考え

ております。なお、昨年度実績につきましては町内の建設業や建具屋さんとか塗装業者、そうい

った方々が新たなコミュニティービジネスという形の中で組織も立ち上げておりますので、そう

いったことも視野に入れながら新年度段階では検討させて頂きたい、かように考えてございます。 

 

○畠山委員 

 去年の分については全部は見てないっていう部分、どこにあったのかも分からない。今年２０

個っていう部分についてはどこに、これも見えてこない。それから、また来年も続けて行かれる

のかっていう部分。これも含めてお聞きしたいと思います。 

 

○総務課長 

 ２０年度におきましてはガーデンアイランド北海道のフォーラムを開催して、中央通り、レス

トハウス、各公共施設の前に設置をさせて頂いたと認識してございます。多くの町民の方々につ

いてはそういったご認識を頂いたという考え方でございます。今年度につきましては、既に２１

年度でございますけれども、初期１３年度に購入しました木の丸い樽がかなり老朽化が進んでメ

ンテナンスをしながら進んできてございますけれども、そういった分の更新を図る上で中央通り、

商店街を中心とした分、そういった老朽化の激しい分についての更新を図って行きたい、かよう

に考えていますのでご理解賜りたいと思います。 

 

○畠山委員 

 とりあえずは今年という部分で捉えてて宜しいのかな。来年継続などはあるのかな。 

 

○総務課長 

 継続的な部分で更新が必要なものについてはやって行きたい。全体的に大型プランター丸型に

ついては９０個近くございますので、そういったものが平成１３年から使用したものもございま
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すので年次更新を順次図りながら行っていきたい、かような考え方でございます。 

 

○加藤委員 

 プランターの関係ですが、町内至る所、至る施設にあるわけですが、出来ればもう少し広めて、

例えば学校施設だとか温泉施設だとかそういう本当に人が集まるような所も。逆を言うと全体の

バランスを考えて配置転換をして行くなり、実際、そういう形での方法っていうのも考えるわけ

ですが、その辺についてはどう言うふうに捉えているのか。 

 

○総務課長 

 現在、昨年から更新を始めて大型の町内で作製したプランターについてはそういった形で進め

てございますので、今ご指摘のあった点、十分頭に入れながら２１年度から、また２２年度以降

についてもそういった方向性を見出しながら行って参りたい、かように考えてございます。また、

個々人についてもそういった民間の団体が出来ておりますので出来る限りそういったものを購入

して頂く、そういったＰＲ等についても呼び掛けて行きたい、このように考えてございます。 

 

○加藤委員 

 理解できるわけですけども、そういった方々に買ってもらうと言うのではなく町という状態の

中で引用していくとすれば、その方法もお互いに負担しながらという言い方に変えた方が良いの

かなと、私の意見ですがそういう形で。そしてもう一つお聞きしたいのは、花と緑の環境づくり

の、審議資料の中の１０ページにある花と緑の環境づくり事業の８３６万４千円、この内訳に３

点ほど書いてあるわけですが具体的にどういう予算内容なのか、或いはその中身についてもう少

し詳しくお願い致します。 

 

○総務課長 

 まず１点目の考え方でございますけれども、ご意見として受け賜って参りたいと考えてます。

具体的な予算の内容でございますけれども、具体的な部分については事項別明細書の方にそれぞ

れ科目別に、細節別に記載してございますが、主だったものを具体的に申し上げますと、花と緑

のまちづくり事業の関係で考えますと報償費関係で１６万５千円、こういった講習会等の謝金等

の分でございます。あと花の苗ですとか、そういった肥料等の関係で行きますと約４６６万円程

度を予算を見てございます。そのほか土を耕す耕運機、そういったものや機械の借上げ等につき

ましては５０万円。こういったものを予定しているものでございます。また国内交流、海外交流

につきましては、それぞれ国内交流について全体的な分として２１年度では２５８万４千円の予

算を現在計上させて頂いたところでございまして各交流等に関する補助、さらに海外研修につき

ましては町民海外研修６名分、さらに中高校生に関しては１４名分プラス引率教員２名。こうい

ったものを予算計上させて頂いている、こういった内容でございます。 

 

○加藤委員 

 花の苗代、或いはその辺の部分について４００万ちょっとの数字が出たわけですが、この色ん

な形の中でこれらはこのままの状態でずっと永遠と続けて行くのかどうなのか。方法を、その辺
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については。 

 

○総務課長 

 基本的な内容につきましては、花と緑と交流のまちづくり委員会の住民組織がありますので、

そういった中で町と行政と住民の方のパートナーシップという形の中で続けていく、そういった

方向の中で内容的なものについては十分反省評価を踏まえた上で精査していく、そういった流れ

になってこようかと考えてございます。また、花の苗等につきましても基本としては町内の業者

と皆さんと育苗業者、そういった形の勉強会等を行いながら新たなものを開発しながら、そうい

ったものを求めて行く。こういった事も既にここ数年検討されてございますし、また、花だけで

はなく緑の植栽事業という形の中で植樹についても重点的にここ数年取り組んでおりますので、

そういった方向性も加味しながら今後は進めて行く、かようになろうかと存じます。 

 

○加藤委員 

 花と緑のこの花と緑の部分については最も大切なことですし、持続して行くべきだと私も思う

わけですが、その苗代とそういう環境について全町民に広く渡っている訳なら良いですが、そう

ではなく一つの商工会関係或いは色んな形の中では個人がやっている場合でもパターンが非常に

違うと思うんです。そういう事を色々考えていくと、行政として今日まで取り組んで将来に向か

って行くスタンスの中では大切であったろうと思いますし、今後の方法としてはもう一歩パター

ンを変えるなり、或いは全町の人方みんながしてくれるような方向、本当に個々の協働というも

の、自助が出てこないと結果としては長続きしていかないわけですから、その辺を踏まえてどう

言うふうにして行くのか。あくまでもこういうスタンスでして行くのかどうなのか、お伺いをし

たいと思います。 

 

○総務課長 

 基本的なスタンスについては先ほど申し述べたとおり行政と町民の方のパートナーシップ、こ

れを基本として続けて行く、そういった考え方に立っておりますし、また行政が担っているもの

については当然公共的なものや、そういった所に対する苗の供給ですとか、個人的なものについ

てはそれぞれ個々に購入して頂いてございますので、ある一定の方向を行政だけが示すのではな

くして、今、委員からご指摘のあったとおり住民と行政のパートナーシップですから、そういっ

た個々の考え方や花と緑のまちづくりのそういった委員会での考え方、こういったものをしっか

りと受け止めながら町としては支援をして行く。その方向で今度とも進めて参りたい、かように

考えてございます。 

 

○加藤委員 

 基本的には分かりますが、その内容についての精査をもう少しすべきかなと思います。そのこ

とは、例えば自治会に花で出している単価と、或いは商工会等商店街に出している単価とか、或

いはそういう個々にはない色んな形の中で進めて行かないとならないステップの内容について、

もう少し将来に亘って検討をもう一歩加えて頂きたいと思います。 
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○総務課長 

 ご意見として賜っておきたいと思います。 

 

○中西委員 

 ９節の旅費の１７０万の中だと思うんですけどもちょっとお伺いをしたいのですが。この１７

０万、昨年は１１０万ちょっとで６０万くらい増えていると思うんです。去年から見ますと。こ

の１７０万の旅費の積算根拠はともかくと致しましても、今までの実績ですか、１１０万だった

今までの実績。どなたが行ってるかちょっと分からないんですけども、職員のほとんどの旅費だ

と思うんですけども、その実績。こうであって、実績ですとか効果、そういうのがあればお聞か

せ頂きたいのと、そして尚かつ６０万去年より増やしまして、どのような事に向かって、どのよ

うな目的で６０万を増やしているのかをお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○総務課長 

 昨年度までの旅費の計上につきましては委員ご指摘のとおり約１１０万前後で推移してござい

ました。この関係につきましては住民の方と共に鶴ヶ島等国内の交流関係の都市へ、そういった

物産展等に共同で参加する、そういったものを主体とした旅費、ふるさと会の交流する分の職員

等の関係の旅費、この様に計上してございます。今年度６０万程度が伸びた部分でございますけ

ども、これは昨日の予算の説明の中でも申し上げたとおり中高校生の関係での引率教員の海外出

張旅費、これを外国人英語講師事業を教育費からこちらの方に移行しましたので、その影響が一

番大きなものと理解を頂きたいと思います。なお、具体的な効果ですけども、当然そういった旅

費等につきましても職員だけでなくして町民の方と一緒にですね、当町の特産物または観光を様

々なＰＲを兼ねた中でそれぞれ出向いてございますし、また新たな情報を持ち帰った中において

町内のいろいろな様々な活動に展開しながら具体的な構成を産み出して行く。そういった部分で

職員と町民における研修の一環としてもございますので、そういった部分で住民との交流ですね、

それと併せながら今後とも進めて参りたい、この様に考えていますのでご理解賜りたいと思いま

す。 

 

○中西委員 

 分かりました。外国人講師の費用がこちらに入ったという事で。この科目が変わるのは単純に

変わるだけですか、なぜこちらに科目が変わって来るかっていうのは何かあるんですか。今まで

そちらで見てたのを、こちらに入れなくてはならない、総務費のこちらにです。今までは教育費

の中で見てたのを総務費の中へ６０万持って来たっていうのは単純にですか、何か訳があるんで

すか。訳があればお聞かせ願いたいと思います。 

 

○総務課長 

 全体的な予算科目の整理という事でございまして、従来も引率教員につきましては、さらに随

行の町職員につきましては花緑で計上してございましたけれども、外国人英語講師事業について

は教育費の方で引率についても計上していた形で、今回そういったものを統合させて頂いたと言

うようにご理解を賜りたいと思います。 
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○中西委員 

 分かりました。ですけれど、やはり花緑の予算が凄くあちこちから増えてくるので大きくなる

ような気がします。理解をしない訳ではないですけども果たしてどうなのかなと、教育費の方か

らあちこちから、おそらく花緑にきていると思うんですけれども、増えていいのかなと思います

けども。それなりの理由があってこう言うふうにされていると思いますけれども、大方は理解致

しました。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点、今、旅費の関係の話が出たので。このことは一つお願い申したいところなんで

すけども。鶴ヶ島そしてふるさと会、そういう形で町民が色んな場面に出て行くような場面があ

るわけなんですけども、どうも役員に就いた方々ばかり行っているような部分で、なかなか町民

の一般の方々に普及されていない事がちょっと見えますので、是非とも今町民の方と一緒にとい

う部分でそのことをかなり重視した形の中で、町民の方にそういう場面に出向けるような機会を

大いに作っていただきたいと、この様に思うわけです。 

 

○総務課長 

 ご意見として賜りたいと存じますけど、特に国内の交流関係の部分、ふるさと会を除いた部分

については従前とも各町内の団体等に呼びかけた中において幅広く参加していただける形を取っ

てございます。また、ふるさと会につきましてはこちら側からの一方的なものではなくて、向こ

うから要請があったり招待があったりとそういう形態もございますので、十分、そう言ったご意

見がこの場であったという事についても、ふるさと会の方にお伝えしたい、この様に考えており

ますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 関連なんですが、ふるさと会に関して今招待があるから行くんだと、こう言うことなんですが、

長いこと今日まで、前回もちょっと言った事があると思うんですが、是非、その清里ふるさと会

の関係は行くんじゃなくて、こっち側から逆に来て頂くためのふるさと会のステップにしないと、

清里から出て行った人に呼ばれたから行きますって言うことで清里の町づくりが本当に出来るの

か。そうじゃなくて清里に本当に生まれ育って出て行った人方に今一度清里に戻って来るために

使わないと駄目でないかと思う。この辺の考え方について、要請があるから行くのではなくて特

に要望しておきたいと思いますが。 

 

○総務課長 

 ふるさと会そのものの運営主体はふるさと会そのものにありまして、そういった意向の中で我

々は参加してきました。ただし、当然過去においても、今ご意見があったような形の中で積極的

にふるさと会に出向いて行き当町のＰＲをして行きたい。そういった動きの中で各観光協会等も
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新たに参加もして頂いている、そういった経過の中でございますし気楽に向こうから当町に来て

頂く形についても積極的な呼びかけを当然行っている訳でございますけれども、これは当方の都

合ではなくしてやはり徐々に札幌を含めて高齢化してきている中において、なかなかそういった

事が難しい。また、東京清里会においては４０代５０代の方も徐々に増えつつある訳でございま

すけれども、そういった動きが現実にございますので、十分そういった意向を踏まえた中で今後

ともふるさと会との交流を進めて参りたいと考えてございます。 

 

○加藤委員 

 そのことは理解しているわけですが、極端な表現をしますと行って清里をＰＲして、例えば焼

酎や色んな特産物の販売効果として本当にあるのか。今日まで掛けてきて、言葉では分かります。

交流の大切さ。それが結果としてこの長年やってきた中において、どれだけの効果があったのか。

出来ればその事を持続するなら持続しても私は良いと思いますが、出来ればそういうふるさとを、

本当に清里を出て清里をふるさとだと思ってそういう会がある人方に、是非とも清里にもう一度

来てもらえるような事業なり予算組みっていうのもある意味では必要なんじゃないでしょうか。 

 

○総務課長 

 当然、現在までも移住定住や特に観光協会への会員になって頂くですとか、そういった意味で

は焼酎を当然含めたものの購入を積極的に行って頂いている。また当町の青年達が東京へ出向い

て色々な大会に出る場合についてもふるさと会に応援して頂くとか、また札幌清里会においても

当町のイベント関係、特に物産ですとか又は札幌ビール園でのイベントについても積極的に応援

を頂いています。そういった意味で経済面で合わない面も多少あろうかと思いますけども非常に

大切な関係として町は認識していますので、ただ今頂いた意見、そういったもの十分参考としな

がら内容の充実を図って参りたい、かように考えておりますのでご理解賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 認識不足でそういう効果が分かりませんので、また報告も受けたこともありません。具体的に

実際にどういう内容で、交流をする事によってどれだけの効果があったのか出来る範囲内で情報

を提示して頂きたいと思います。今でなくても良いです。 

 

○総務課長 

 今後とも、十分そう言った内容については報告するように努めて参りたい、かように考えてご

ざいます。 

 

○田中委員 

 花についてお伺いしたいわけですけど。先ほど加藤委員の方からも質問があったわけですが、

今年で９年目を事業が迎えるという事で、４６０万ぐらいの苗。これはこのまま継続をして、や

はり町周辺を私達の住んでいる所を綺麗にすると言う、これは町民皆さん良い事だと思っている

わけですけども、９年目を迎えましてこの花をいっぱい植えまして、今までに色んな賞も頂いて、

また色んな町からも視察に来られたと思うわけです。そういった中で今後、加藤委員も言われた
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ように今後さらにもう一歩踏み込んで花に関わった地域の産業、また、極端なことを言えば何年

計画という事も、花サミットだとかそういう様なのを、将来的に町民ぐるみでそれに向かってこ

の事業を進めて行くんだと。先ほど住民とのパートナーシップで進んで行くんだと言う事であっ

たわけですけども、将来的にはそういう計画を持って、１０年目も迎えるわけですけども、そこ

ら辺どうでしょう。 

 

○総務課長 

 ご指摘あったとおり、当然、今回の花緑事業につきましては第４次総合計画の重点プロジェク

ト事業という位置づけの中において、行政と住民とのパートナーシップによって交流人口の拡大

を図って行く。さらにはコミュニティー、住民同士の結びつきを強めていく、こういった中にお

いて美しい環境、そういった環境に対して意識を高めて行く、そういった方向性の中で動いてき

ております。８年を経過して９年目、１０年目を迎えるわけですけども、当然反省評価しっかり

と行った上において産業経済にどのような形で結びついていく事が出来るのか、より良いコミュ

ニティーを作るためにそれぞれどういった役割を担って行くのか、そういった方向やイベント等

における具体的な当町に関する人の入り込み、こういったものも総合的な観点として捉まえてい

きたい、かように考えています。ただ、今そういった事業、ソフト事業、ハード事業ではござい

ませんので、なかなか数字的な経済効果を表しにくい面もございましょうけども、当然こういっ

た総合的なものとして捉まえてやってございますので、今申し上げたところを十分頭に入れなが

ら今後とも進めて参りたい、かように考えてございます。 

 

○田中委員 

 町も非常に綺麗になったわけでありまして、そういった中で地域経済も大変冷え込んでいるわ

けであります。そういった中で、この事業をきっかけに地域産業が活性化するような方向で是非

とも皆さんで検討して行ってもらいたいなと、この様に思うわけであります。 

 

○総務課長 

 十分ご意見を踏まえた中、内容の充実を図るよう努めて参りたい、かように考えてございます。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次に進みます。４項徴税費、１目徴税費、５３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次に進みます。５項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、５３ページから

５４ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次に進みます。６項選挙費、１目選挙管理委員会費から２目衆議院議員選挙

費一括、５４ページから５５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次に進みます。７項統計調査費、１目各種統計調査費、５５ページから５６

ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次、８項監査委員費、１目監査委員費、５６ページから５７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので、全体をとおして質問漏れなどがありましたらお願いします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ここで説明員交代といたします。 

 １０時４５分まで休憩いたします。 

                                休憩 午前１０時３６分 

                                再開 午前１０時４５分 

○委員長（澤田伸幸君） 

 休憩を解いて審査を再開します。 

９項地域振興費、１目地域振興対策費、５７ページから５８ページ。 

 

○藤田委員 

 それでは一つお伺いしたいと思います。私ども委員会をやっていてこのお話、地域振興対策費

の目と項が増えたのはわかっておりますけれども、今、３月の予算委員会に当たって良く良く考

えてみますと、この予算が１億１千万ぐらいの総事業費で、振興対策費が目で設けられておりま

すけれども、私ども議員を長くさせて頂いておりますけども、今まで組織構図から行きまして急

にこの様に各課の予算を集約して一課に集めたような記憶は余りないんですよね。まずこの１点。

どういうつもりで、話的には分かりますけどもその考え。１億１千万の各事業振興、特に総務課

の、企画振興がありませんのでそれは分かりますけれども、どうしてそういう方向に向いたのか、

まずその辺からお聞きかせ頂きたいと思います。 
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○総務課長 

 科目を集約した理由でございますが、これもご存知のとおり、国におきましてはここ２、３年

既に２０年度の補正から入ってございますけれども、全般的な地域経済の落ち込みや雇用不安、

こういったものに対応するために緊急的な地域経済、雇用創出事業、こういったものの交付金事

業や補助金事業、新たな起債制度を設ける中執行する事となっています。そういった中において、

既に２月の臨時会において補正を頂いてございますが、地域の安全・安心対策の交付金、こうい

ったものを通じた制度的な基金の造成。さらには平成２１年度の国の予算においても緊急的な地

域経済対策や雇用対策のそういった補助メニューが今後とも出てくる。さらに併せて２１年度の

国の予算における経済対策、雇用対策のそういった具体的なメニューが検討されている。こうい

った受け皿を総合的に作り迅速に機動的に対応する必要がある。さらに特定財源が具体的にどこ

に使途されたか、町の予算においても各自治会の予算についても明確にしていく必要がある、そ

ういった財政上の必要性から見て今回一つの科目、新たな科目の中に統合させて頂いた、この様

にご理解頂きたいと思います。併せまして個々の事業については全て総務課で執行ではなくして、

それぞれ担当課の中において従来どおり執行して行く、こういった考え方を持って今後行ってい

く。こういった方向で進めさせて頂きたい、かように考えてございます。 

 

○藤田委員 

 意味は大体説明で、私も理解しない点はありますけれども。そういう中で私が一番懸念してい

るのは、町長さんはいつも８０名の職員を手足に使って清里町の住民津津浦浦まで予算が行くよ

うに努力して行きたいといつも言っていると思いますけれども、そういう判断からいって、こう

いうやり方が、急にやることが良いのか。それより町の今後の見通しの中で機構改革なり、そう

いうことも検討しながらやって来たのか。その辺の考えについてもう一度お聞かせ頂きたいと思

います。 

 

○総務課長 

 基本的には先ほど述べたとおり、国の経済緊急対策、雇用緊急対策それに対応するための緊急

的措置として捉えて頂きたい。国の方でここ２、３年こういった状況が続く間においてのみ、こ

ういった予算の組み方をさせて頂く、そのようにご理解を賜りたいと思います。 

 

○藤田委員 

 あくまでも国の指導だからそういう考えでやってきたという事ですね。町長さんの行政執行方

針の中でも自主自立を持ってやって行くと、こう言うふうになれば、今までも相当の機構改革を

やりながら私達もやってきているんですね。そういう案に基づいて私らも予算で今までやってき

たんですよね。それを極端に国が変わったから直ぐこういう案を出してやるってことは、私たち

もこの前の２月の委員会でも聞き置く程度できましたんでね、あまり言いませんでしたけども。

ある程度議会とも相談しながら、もう少し私たちも論議させてもらいながらこういうやり方をし

てもらいたいなと言うのが第１点なんです。それはなぜかと言うと、事業は今までどおり各課で

やるんですよと説明しているけれども、僕ら議会議員としてはやっぱり総務課が全部１億１千万

握って、指導していくなり色んなやり方が出てくるのかなとちょっと今考えているんですけども。
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その辺の考えを、再度どういう具合に、もう少し考えながら行くのかちょっと聞かせて頂きたい

と思います。 

 

○総務課長 

 この予算の科目そのものについての計上権は国の方ではございませんで町の判断ということで

ご理解を頂きたいと思います。国の指導ではございません。先ほど申し上げたとおり、ここ２０

年度から２２年度に向けて、ほぼ３ヵ年というふうに国の方では予想していますけども、地域振

興、さらには雇用対策として特定的な財源、予算書にも計上してございますが、今回の分につい

ては国道支出金４００万円、さらにはその他という形の中では２月補正で設けさせて頂いた使途

が特定された基金でございます。さらに一般財源として６千７２１万２千円を計上させて頂いて

おりますが、この中には普通交付税の２１年度新たに設けられました経済対策、雇用対策４千９

００万円が加わっている。こういった具体的な国の特定財源的なものが、具体的にどの事業にき

ちんと充当されるか、それを明確に町としては示して行く必要がある。そう言ったこともござい

まして今回新たな科目を設けさせて頂いたと言うふうにご理解頂きたいと思います。なお、具体

的な個々の事業執行につきましては、委員からご指摘があったとおりしっかりと個々の担当課の

責任において執行していく、こういった内容になってございますのでご理解を賜りたいと思いま

す。 

 

○藤田委員 

 私どもがなぜこういう質問をするかと言うと、去年だったと思いますけども議会では出なかっ

たと思いますが、色んな話の中では町の課の再編成をして３課だか４課にする話もチラッとね。

実際には町長さんから聞いてませんから、そういう話も聞いたという事ですけども。そういう事

に基づいて、何でもこうやって、集約出来るものはどんどんやって行くのかなって第１点。勘違

いしているかもしれませんが、議会サイドから言いますと、少なくてもこういう制度を取り入れ

るって事になれば、ある程度議会の総務委員会なりそういうところで論議をさせて頂きながらこ

ういうやり方をしてもらわなかったら、何か議会軽視に引っかかるのではないかなと思って再度

こうやって質問をしているんですけども。その辺について副町長さんあたり、どういう考えで、

思った点があればお聞かせ願いたいと思います。 

 

○副町長 

 ただ今の地域振興対策費の予算の集約の関係でありますが、先ほど来、総務課長の方からも申

し上げているような考え方で集約をしたわけでありまして、基本的には国の方でここ３年間くら

いで緊急的な特別対策を打って行くんだという。その中には生活者の視点、また産業経済、そう

いう部分含めて総括的な対策を打たれていくと言うふうに聞いておりますので、それらの予算を

各個々のところにばら蒔いてしまうと実際に財源措置の使途が見えなくなってしまうと言うよう

な事でありますから、町としてもそれらのものを一括的に管理運営できる、執行できるという体

制の下に今回こう言うふうに集約をしたと。ただ先ほど来申し上げておりますように、予算科目

としてはこう言うふうにして、使途なりまた財源を明確にして行きたいという事ですが、執行に

当たっては、当然今までもそれぞれの現課の中で事業の管理運営をされて来ていますので、そう
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いう中で執行して行くという事であります。けして議会を軽視しているとか、そういう意味は全

く考えておりませんし、当然そういうものにはなっていない。あくまでも予算の執行上で、それ

と財源を明確にするためにこう言うような手法を今回特別緊急的に行ったという事でご理解頂け

ればと思います。 

 

○藤田委員 

 私はその話逆なんですよね。私もだてに議員させてもらいながらここまで来たわけではないで

すから。やはり今、総務課長も言っていましたけども、国の対策ということで、あっちで３千万、

こっちで４千万、２千万って出ますよね。出たら出たように、もし４千５００万出たら産業課で

きちっと責任を持って、窓口ですからね、農業関係者、商工関係者と話をしながら使っていくと

か。そういう事が今まで私達、橋場町長を先頭にして自主自立の町づくりの原点は私はそこにあ

ると思って、私ら考えて協力してきた一人だと思うんですけども。そういう事でなかったら、パ

ーっと見た目はいいですけどね、やっぱり原点を忘れないで、やっぱりやって頂くような、そう

いう政策で今後もやって頂きたいなと思う一人であります。それだけ訴えて終わります。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

 

○勝又委員 

 政策の中身が変更になったという部分については前段藤田さんの方からお話がありましたけれ

ども、私は中身の方なんですけども２点ほどちょっとお伺いしたいと思います。農業振興補助事

業の関係の１千７００万、例年予算付けがなされているわけなんですけども。ご承知かと思いま

すけれども３町の農協合併が２３年３月ですか、それを目途にという形の中で、今後ともその農

業振興補助事業の関係につきまして、合併した農協に対しましてどういう形で出して行くってい

うのは内部で検討されているのかどうか。そのようなことをお聞かせ願いたいのと、それと従来

どおり振興計画の方がありますので、この出し方なんですけども中身なんですけども、これらに

つきましてはずっと何年も同じ様な形で出されていると、そういう部分で、いく分かの中身の見

直しとかっていうものはあるのかどうか、その辺のこともお伺いしたいと思います。それからも

う１点、新しい事業で農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業ということで１千

５００万の計上がされているわけです。最高で３００万という事で１千５００万とありますから

約５件程度。この様な形で予算付けされているわけなんですけども、実際この計画を打ち出す中

で町民からの要望とかそういう様な部分っていうのはどれだけあったのか。また、それに対する

一つの根拠ですか、一つのこの事業採択の。そう言うような部分について何かありましたらお聞

かせ願いたいと思います。 

 

○産業課長 

 まず委員のご質問の農業振興補助についてでございます。１千７００万円でございます。これ

は昨年と同額の予算を計上させて頂いております。中身についてはご案内のとおり昨年と同様の

面もありますけれども、一つ農薬に関しましては昨年度の額を下回るものを条件としてございま
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す。それから合併の話がありましたが、まだ正式に我々の耳には届いておりませんので何ともそ

れについての返答は出来ませんけれども、この農業振興の期限が丁度２２年までの実施期間とな

ってございます。という事は、委員がおっしゃた２３年の２月、３月には合致するのかなと思い

ますけれども、１、２ヶ月のずれがございますので、２１年度中にどう言うふうに、もしもその

話が具体化になりましたら、２１年度中にどう言うふうに対処して行ったらいいのかその辺を検

討させて頂きたいと思います。所管の委員会とも協議しながら行きたいと存じます。それから新

規事業でございます農商観工等異業種関連の交付金の関係でございますが、これにつきましては

今こういう不景気、全国的、世界的な不景気の中、清里町もある活性化をしたらどうかという観

点から、後押しの交付金を設けようという様なものから始まってございます。具体的に町内から

の要望があったのかと言うご質問でしたけども、現課と致しましてはまだそういうものは掴めて

おりませんけれども、ただ商工会等々の動きを見てますと、新たな例えばビネガーとか小麦とか

色んな新事業の研究開発も進んでいるように見えますので、その辺も視野に入れながら後押しで

きればなと、そういうような交付金になろうかと思います。議員の皆さんと一緒に九州に行かせ

て頂いて、農村関係の民宿、或いはレストラン等々の活気のある町を見てきて、そういう観点か

ら何かうちの町で出来るんではないか、アグリビジネスが出来るんではないかと言う様な考え方

もございまして、幅広く事業化したいと思っている方、或いは企業等々の後押しが出来ればなと

言う様な考え方から出てきております。以上でございます。 

 

○勝又委員 

 まず農業振興補助の関係ですけども、一応この関係の計画が２２年までで、実際に３町の農協

が合併するという様な部分では、それぞれ３町農業関係に対して、いわば行政側からの補助が、

この度合いっていうのがかなり違うと思うんですよね。斜里あたりにしますと漁業関係もありま

すし。そんな部分でなかなかこの摺り合わせっていうのが難しい部分かなと思います。今、事務

段階で３町の農協の事務の摺り合わせをしてるわけなんですけども、おそらくこのままで行けば

２３年２月、３月なりには合併の形になると言うふうに思いますので、そこら辺も含めて自治体

側でも検討して行って頂きたいなと、そのように要望する部分でございます。もう一つ、農商工

観等異業種連携事業なんですけども、ただ実際に町民からの要望とかそういうものが無い中で今

回芽出しをしたっていう部分で、実際にどれだけの人間がその事に対して応募して手を挙げて行

くような部分があるのかなと、こう見た時に先行き不安のような部分があります。そんな中では、

考えているような部分の中には、町民に色々考えているような部分がありますけど、なかなかそ

の一歩を、足を前に踏み出せないっていう様な部分があるんですけども、それに対する指導体制

とかそういうものをきちっと整備した形の中でないと、なかなか景気も冷え切っている中で当然

３００万だけで出来るわけではありませんし、新たな投資が必要だという形の中ではそういう事

も良く検討された形の中で、一つのこの事業を遂行して頂きたいなと考えるわけですけども。何

かありましたら。 

 

○産業課長 

 委員のおっしゃるとおり、勿論３００万を万度にもらうためには５００万ほどの資本が必要で

ございますし、４５０万ですか必要でございますし、ただ単に遊びでやるような事業ではござい
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ません。その辺も含めまして、色々全国的にもこういうものがあるものですから、我々といたし

ましてもネット等のそれから国と道等々、色々パイプを探りながら勉強して行きたいと思います

し、今後も商工会とも協議しながら、商工会だけではございませんが農協とも色々、各方面の農

商観工でありますので各事業所とも協議を致しまして、どういったものが出来るのか、どういっ

た人で出来るのか、どういった要望があるのかその辺も掴んていきたいと思いますし、精力的に

活動して行きたいと言うふうに考えてございます。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 その他ありますか。 

 

○畠山委員 

 先ほどの藤田委員のお話の中から、その話は理解出来たわけでありますが。実際この地域振興

対策関係の総体の項目、新たに移行してきている部分、人夫賃の部分についても色々集めてきた

っていう部分も理解するわけでありますけれど、これがどこから来たのか、それから幾らになっ

たのかという部分、これも理解できない部分。それから委託料の関係でありますけれども、これ

も中身について全く分からない部分であります。具体的に教えて頂ければ。 

 

○総務課長 

 まず賃金関係の部分でございますが共済費を含めた部分でございますが、今回既存事業の関係

を移行した部分につきましては約１千５００万弱、新たに加えた分につきましては５００万強、

こういった状況になってございます。各科目から集約した部分について申し上げますと、主な部

分でございますけれども一般管理費の事務系の賃金ですとか、あとは緑センター、札弦センター

等における事務または労務の賃金、さらにはスキー場、さらには町民プール等体育関係での臨時

的な季節雇用、こういったものを集約させていただきました。また併せまして、観光費ですとか

公園費の関係の部分、住宅管理関係の労務関係、こういったものの雇用を集約させて頂いた。そ

の結果が全体的な共済費、賃金を含めた分での１千５００万弱という事になってございます。新

たに加えた分でございますが、約５００万強でございますが、労務関係さらには事務関係、労務

関係については公共施設ですとか観光、公園、緑地、町有林、公営住宅、花緑等のそういった   

軽労務ですね。こういったものに対しての雇用対策として組んでいる。また、事務的については

統計事務とか税務事務の補助的な事務、こういったものの必要、時期的に応じて組んでいく。そ

ういった内容になってございます。上乗せ部分、拡大枠につきましてはおおよそ３ヶ月で１０人

分程度の賃金、共済費を当初予算で計上させて頂く。こういった内容になってございます。委託

費の関係でございますが、全体として５４８万円の計上となってございますけども、既存分とし

ては約３４８万円という形の中で総務課が所管しております役場周り、また花壇関係、保健福祉

総合センターの周辺整備、さらには建設課が所管してございます広場関係、または道路環境の一

部分、教育委員会が所管してございます学習センター周りの、そういった外周りの清掃、または

草刈等の軽労務に係るシルバー委託、そういったものを集約しています。さらに併せまして上乗

せとして２００万程度の上乗せを、今回枠として雇用対策で計上してございますが、こういった

中につきましても約２６０人くらいの計算で計上させて頂いてございまして、当然こういった形
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の中で草採りですとか、臨時の清掃、除雪、花壇整備又は公共施設等の樹木の剪定、こういった

軽作業にあたる部分。この様に考えてございます。以上が内容でございます。 

 

○畠山委員 

 人夫賃の関係なんですが、これから出てくる予算の中には人夫賃というのが全部入っていると

理解して宜しいでしょうか。 

 

○総務課長 

 今申し上げた中身の部分だけでございまして、当然使役等の中において使用料収入が伴うもの

等については、当然除いてございます。また専門的な臨時職員、具体的に申し上げますと保育士

ですとか栄養士ですとかそういった恒常的な専門的な技術、知識を要するものについてはそれぞ

れの従来の課の中にそのまま付けている。この様にご理解賜りたいと思います。 

 

○畠山委員 

 その関係については理解をしたわけですが、新しい事業というのかな、先ほど言われたように

新たな書き方をするという部分については、全部こちらから聞かなかったら分からないという部

分。どう言うふうに私どもが捉えていいのか分からないのですが、本当に理解して欲しいのか、

それとも聞けば教えてやるぞと言う体制なのかっていう部分。ちょっと誤解しやすいので、一つ、

今後気を付けて頂ければと思います。 

 

○総務課長 

 十分、今後とも、内容については詳細に亘って説明するように努めて参りたい、かように存じ

ます。 

 

○中西委員 

 委託料の中の地域振興基盤施設実施計画・基本設計委託料、１千万ですね。計上されておりま

すけども、この地域振興基盤施設実施計画ですけれども、施設の、どのような施設、何箇所です

か。具体的にこれはどの施設を実施計画しているのか。基本設計料として委託料として１千万計

上されているのをお聞かせ願いたいと思います。 

 

○総務課長 

 一昨日の町長の町政執行方針並びに昨日の予算の中でもご説明申し上げましたが、老朽化が進

んでいたり又は自立計画、総合計画の後期５ヶ年計画の中で予定している大型のそれぞれ地域基

盤施設、こういった想定に立ってございます。具体的な中身につきましては既に申し上げている

とおり、札弦パパスランド、道の駅、さらには４０年を経過しております福祉センターですとか、

既に２０年近く経過し劣化が激しい町民プール、こういった施設を中心にしながら第一段階とし

てはその実施計画をしっかりと見定めて行きたい。その実施計画を見定めた段階において出来る

もの、また今後先ほど申し上げたとおり国の緊急経済対策等で手厚い財源手当てもございますの

で、そういった動向も睨みながら出来るものについては年度内において基本設計をかけていく。
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こういった方向の中で整理をさせて頂きたい、かように考えているところでございます。 

 

○中西委員 

 今５施設くらいの説明だったんですけど、パパスだとかそれぞれ、具体的にどの施設に幾らか

って事ではないという事ですね。これからどの施設に幾ら掛けていくという。総体５つなり４つ

なりの施設に一応、増改築なりという設計をして、実施設計を委託するという事で良いんですね。

分かりました。 

 

○総務課長 

 基本的には先ほど申し上げた３施設を中心にしながら、第４次の後期５ヶ年計画に盛り込んで

いる大型施設、さらには第２期の自立計画の中に既に協議をさせて頂いております大型等施設、

そういった方向の中にまず、実施計画を２１年度の中ではさせて頂きたい。方向性を見定めて行

きたい。そういった中において、どういった内容、機能を持たせたら良いのかという方向性がま

とまったものについては、基本設計にまず入って行きながら今後の方向を見定めていく。そのよ

うにご理解頂きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 関連なんですが、まず３施設について今年度計画、どういう形にして行くのかを考えて行きま

すよと、基本計画設計をして行きますと。実施計画と基本計画がある訳なんですが、そういう中

で町民プールに対しては現段階ではどういう方向を捉えているのか、或いは福祉センターについ

てどういうスタンスを持って行くのか、パパスについてはどういうスタンスで行くのか。現時点

で１千万をかけてすると言う事ですから、計画を練って行くと言う事ですから、練って行く前の

叩き台が必ずあるはずです。どういう方向で、現段階で考えておられるのかお聞き致します。 

 

○総務課長 

 まず１点目の町民プールの関係でございますが、非常に劣化が激しいという形の中で教育委員

会の方では改修計画と建替え計画の両方で進めている。内部的な検討を加えて頂いているところ

でございますけども、そういった中で町民プールについては全シーズン、フルシーズン利用でな

い場合についての補助金や交付金メニューがほとん無いという形の中で、現在の制度の中で行っ

ていく場合については非常に町の負担が大きくなって行く。そういった中におきまして方向性と

しては、その健康増進的な、そういった施設としての位置づけ、こういったものを念頭におきな

がら改築工事を行っていく。当然医療費の増高ですとか高齢化社会に向けて、そういった健康増

進っていうのが非常に必要な要素になって来ておりまして、そういった中において新しい国の方

の交付金メニューや補助メニュー、総合的なものがあればマッチングするものがあれば基本的に

は改築の方向で進めて参りたいと現時点では考えてございます。また、福祉センターにつきまし

ても昭和４６年の建築の施設でございまして、途中何回か大規模改修を行ってございますけども、

当然葬儀等でご利用いただいて分かるように非常に寒いですとか、また機能的にも非常に問題点

が出てきている。そういった中においては出来るならば、現時点ではまだ未定ではございますが、

そういった防災的な観点も含めた中において地域の施設として改修の方向が財源的に手当て出来
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るものであれば、そういった方向も踏まえながら実施の計画、こういったものをきちんともう一

度作り直して財源手当て、そういったもので調整させていただく方向で進めて参りたい、かよう

に考えてございます。なお、パパスランドにつきましては当然道の駅の指定を頂いているわけで

ございますし、さらに地域からの様々な要望要請も頂いている、そういった経過も踏まえまして、

先の一般質問にございました、澤田議員からありました、そういった内容等も踏まえながら十分

所管委員会の方と協議しながらその機能性がしっかりと発揮できるもの、または地域のコミュニ

ティーとして機能できるもの、そういったものの方向性として検討させて頂きたい、かように考

えてございます。並行しながら、札弦地域につきましては活性化委員会住民組織がありまして、

その中で札弦センターの改築の問題も同時並行的に論議されておりますので、そういった方につ

いても並行しながら方向性を見出して行きたい、かように考えてございますのでご理解を賜りた

いと思います。 

 

○加藤委員 

 現時点での今の説明は理解したわけですが、まず町民プールについての関係についても改修方

向で行くという、そういうスタンスで行くという事ですが、これらについてどの位の規模でやっ

て行くのかって事をこれから検討していくという事ですか。これに関しての予算組みは、幾ら１

千万の内この改築に関する計画に当てようとしているのか。次に福祉センターの問題については

老朽化が進んでてどうするのかって言う話が前から色んな形の中ではあったと思うわけですが、

それを実際問題として改築をきちっとして行くのかして行かないのかって言う、この結論という

のが出てたのか、出てなかったのかとちょっと疑問視されるわけですが。それと、パパスについ

ても色んな角度の問題点っていうのがあると思う訳ですが。この１千万の内、基本設計と実施計

画というものがある訳ですが、これはどう言うふうに、この内容１千万は割り振って、どの施設

にどういう形であるのか。 

 

○総務課長 

 今申し上げた３施設含めたさっつるセンター等の問題につきましても、全て総合計画後期５ヶ

年計画の大型事業の中に盛り込まれているものでございます。また併せて、先に検討協議頂き策

定した第２期の自立計画の中においても、具体的なそういった改築または改修の方向で進めるべ

き施設として位置づけられたものでございます。したがいまして、町としてはそういった基本と

なる計画に則った中において現行の様々な制度と優位性のあるものを利用しながら、特に経済緊

急対策がここ３年程で緊急的に講じられる、こういった環境を踏まえて、基本的なそういった計

画が無ければそれらの事業が優位性を持って進められないといった環境もありますので、十分そ

の点を踏まえながら進めて参りたい、かように考えてございます。なお、予算の関係でございま

すが個別的な施設に幾ら幾らと言う形では無くしてですね、総体的な基本計画、実施計画ですね、

それとそれが出来た段階において必要があれば基本設計という２段階で構えてございますので、

総体的な額として１千万を当初予算として計上させて頂いている。この様にご理解を頂きたい、

この様に考えてございます。 

 

○加藤委員 
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 基本的に、まず実施計画の前に基本的にどういう形にするのかっていう合意が必要であろうと

思います。そういう観点の中から、この３施設について年度内に簡単に出るものであれば、今の

現時点で図面が出来てなければならないと思う訳であります。大まかな。１千万の予算を立てて

これからどういう環境にして行きますかと言いながら、この１千万についての具体的内容が無い

って言う、こんなバカな話はない。もう一度説明をお願い致します。 

 

○総務課長 

 具体的な内容につきましては十分委員会と協議をさせて頂きたい、かように存じますが、一定

の方向性や考え方という形については、そういったものを進める事については、先ほど述べたと

おり総合計画の中、さらには自立計画の中で方向性が示されておりますので、そういった実現に

向けて具体的な課題や方向性、こういったものを当然議会を中心としながら関係者と協議しなが

ら、その中身を反映した中で図面を描いて行くと、先に図面がありきでは無くて、そういった方

向で進めさせて頂きたい、かように考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 自立計画、それから総合計画、常にそういうものの最終段階の時には町民の皆さんと議会と良

く相談して物事を進めて行きますと言うわけですが、お話のテーブルに付いた時には９９％出来

上がっている時なんですよ。今回の予算もここで１千万設けたら、あの時の定例会で認めたでし

ょ、だからこうしましたと言う結果になるわけです。少なくても、まずプールはどういう形にす

るのか、どういう改修をするのか。福祉センターは本当に寒い、そしてこういう形の中では駄目

だって言いながら、本当に広く見た時に町内にこの施設に代替する施設が無いのかどうなのか。

そして札弦のパパスランド道の駅のこの問題に関しても色んな要望があります。札弦地区からも

色んな要望が上がってる。議会にも要望書が上がってます。でも、将来に亘って清里町全体とし

てどうあるべきなのか。これらの具体的な方向性をきちっと提示してからここの１千万という数

字が上がってこなければならないと思います。それらの方向を示すのに１千万の予算は必要ない

と思いますが。その辺についての考え方。副町長からの答弁でも結構です。 

 

○副町長   

 ただ今のご質問等の関係でありますけども、基本的に進め方の問題かなと言うふうに捉えてい

るわけですが、実施計画そのものについては全体として考え方を固めて行く、そこで。そしてそ

こで固まったものについて青写真を描いて行く。こういう格好に順序としてなって行くんだろう

と、そう言うふうに考えております。今の委員の方からご指摘を頂いたように、そこら辺が決ま

っていないのに予算が先に出ると順序が違うのではないかと言うような言い方かなと思ったわけ

ですけども。事務当局としての考え方としてはそこのベースを求めるのに委員会と当然、また住

民の方々とも色々意見を混じ合わせながら進めていくと言うふうに考えておりますけども、それ

らの方向性がある程度出てくる段階で云々と言うよりも、考え方としてはそれらと並行的に進め

て行きたいと言うふうに考えております。それで総務課長の方からもありましたように、これら

の施設の考え方、また基本的な青写真も出て、そして場合によってはこれらの今の緊急経済対策

の中でひょっとしたら打てれるものが出てくるのかもしれない、という様な事もありますので、
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それらとある程度並行的な形の中で作業が進めていければと言うふうな考え方で今回全体の予算

としての配置をさせて頂くと言う事でありますので、決して、これがありきと言うことではあり

ませんので、そこら辺を踏まえながら意見をこれから交わして行きたいと考えておりますので、

ご理解を頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 あくまでも予算、こういう事で理解をすれと言う事でありますけれども、基本的に、早急にど

ういう改築方法なのか、或いはどういう形にして行くのか、これらについて早く町民の意見を聞

いて、そして町としてはどういう形にして行くのかの方向性の提示がまず大前提だろうと思いま

す。町長の執行方針の中でも、よく町民の皆さんと議会と所管の委員会とご相談をしてと、こう

言う表現がありましたけども、本当に相談の出来る、必要な方法というもののやり方をして行っ

て頂きたいと。 

 

○副町長 

 ご意見等踏まえながら、早い時点でそういう原案になるようなものを協議を申し上げて行きた

いと言うふうに考えていますので、宜しくお願い致します。 

 

○加藤委員 

 再度念を押すようですが、その１千万についてはどこの部分にどの位掛かるのか全く分からな

いで、例えば基本設計の部分と計画の、その割合も分からないでこの数字が出ているという事な

んですか。ここに出ているという事は、ある程度青写真を作るためには、この位の青写真作るた

めにはこれくらの予算が必要だと言うふうに上がっていると思うんですが、そればどの部分なの

かと。 

 

○総務課長 

 全体的な総合的な予算付けでありますけども、実施計画のレベルで３００万程度計画してござ

います。そういったものが固まった段階において残りの残の７００万の内の数字において、それ

ぞれの基本設計が行えるものについては行っていく。そういった総額としての予算付けをさせて

頂いている、このようにご理解頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 やっと数字が出てきたんです。それで７００万、最終的に実施計画の段階、基本設計に入る段

階で７００万くらいの予算が必要だろうと、こう思うって事はこの部分について間違いなくやれ

るようになるだろうと言う判断があったんだろうと思います。その施設についてはどれとどれな

んですか。或いは全てなんですか。 

 

○総務課長 

 基本的には今申し上げた施設については計画レベルでございますけれども、ここ数年のうちに、

当然総合計画や自立計画の中に謳い込んだ事業でございますので進めるべく努力をして行きた
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い、このように考えてございます。 

 

○細矢委員 

 今の問題について申し上げたい訳ですけども、大体この１千万の中身については分かってきた

わけですが、ただこれから色々進めて行く段階で基本的に考えて頂きたいと常々思っている事が

あるんですが。パパスランドという事になりますと、緑の温泉施設もそれから清里の緑清荘です

とか、これらもうちの公の施設です。これ残念ながら構造上問題があると思っているわけです。

と言うことは、折角あの秀峰斜里岳があるのにレストハウスにしても緑清荘にしてもパパスラン

ドにしても、何処にしても、昼食をとりながらあの秀峰斜里岳が見れる、温泉に入りながら斜里

岳を見れる、そういう状況になっていないんですよね。各施設利用してもそうです。それですの

で私は今あの建築構造からいって、中から外を見えても外からは見えない、いわゆるミラーガラ

スみたいな物もありますし色んな建築資材はあるわけです。そういう中では、特にパパスの関係

の道の駅の関係で、基本設計或いは色んな要望が出てきてそれにやって行くと言うことですので、

特にやはり折角清里の財産としてあるものが常に他の町村から訪れた人が、ワーっと見えるよう

な考え方で構築物は考えていく必要があると思うんです。パパスランドの食堂もあのような設計

では有るんだか無いのか分かりません。道路から通って見ては。やはり、温泉施設は温泉に入っ

て斜里岳が見える、場合によっては二階に温泉を上げてでもそういうものを活かしていく事だっ

て私は考えなきゃならないと思うんです。食堂部門だって、やはり道路からお客さんが、例えば

トイレタイムに入って、この食堂、レストランにお客さんが常に入っているなという、そういう

ようなイメージ作りをするためにも、やはり必要なんですよ。見える状態というのは。だから、

これから私は色んな部分でそういう基本的なことを頭に置いて、やはり考え直して改善すること

も含めた中で設計の中に取り入れていくと言うふうなことが私は絶対必要だと、この様に思いま

す。私の今思っていることについて例えば福祉センター一つにしたって、トレセン一つにしたっ

て、やっぱり向こうが見える状態でないですよ。山が。斜里岳が。どの施設を見たって。その事

をやっぱりどう思っていますか、お聞き致します。 

 

○総務課長 

 斜里岳を含めた眺望の確保というご意見だと言うふうに賜りましたので、十分今後実施計画ま

たは基本設計等を今後進めるに当たって参考とさせて頂きたい、かように考えてございます。 

 

○細矢委員 

 色々とやって行くのには時間とお金も掛かるかと思います。やはり、レストハウスなんかも焼

酎工場と併設してあるわけですけども、やはりレストハウスも今だって全く逆の状態ですよね。

斜里岳なんて全然見えません。何処から見たって。ただ車が通ったりする、それが見えるだけで

す。そうでなくて、やはり食堂部分だとか或いは結婚式場、結婚式に使われた場合の、やっぱり

お客さんが入ってワーっと見えるように、眩しい時にはカーテンをしても仕方ないけれども、そ

う言うふうに考え直して行くべきだと、この様に思うんですよ。一つご検討をお願いしたい。 

 

○田中委員 
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 今の加藤委員、細矢委員の件についてお伺いしたいのですが、３施設の新築から経過して老朽

化も進んだということでの改修工事ということなんですけども、基本的に、今、細矢委員が言わ

れたように斜里岳の見える、例えばですけども宇宙大浴場、そう言うような大きな計画があるの

か。それとも単に、パパスの場合を例にとって温泉の温度が低いという事でボーリングのし直し

だとか、本当に基本的にそういう部分での改修工事なのか。それとも集客も兼ねて大きくやる考

えなのか。そこら辺の基本的な考え方をお聞きしたいと思います。 

 

○総務課長 

 今、委員からご指摘あった点、そういった事も含めながら今後の実施計画の中で進めさせて頂

きたい、かように考えてございます。当然地域からの要請の中にも、今、田中委員からございま

した点、駐車場の問題、風呂の問題等々ございますし、また所管事務調査で九州等、道内の黒松

内等の道の駅をご覧になってきた結果の報告書も頂いております。そういったものを十分参酌さ

せて頂きながら関係者並びに議会、所管の委員会と十分協議をさせて頂いた上で実施計画、方向

性を定めて行きたい、かように考えてございますのでご理解頂きたいと存じます。 

 

○田中委員 

 私が一番懸念するところは、大きくやった、地域の要望も聞いて。そしてその後余すような、

言葉が悪いですけども、やはりやるからには地域の努力も必要だと思うんです。そういった中で

今後十分に我々議会、委員会にもかけて頂いて、十分地域住民とも相談して進んで頂きたいなと、

この様に思うわけであります。 

 

○総務課長 

 十分に地域活性化に繋がって行くような内容や方向性が見出せるように、また、十分、地域や

議会とも協議をさせて頂きたい、かように考えてございます。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 その他ございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

説明委員交代でございますので暫時休憩願います。 

（休 憩） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 休憩を解いて審査を開始します。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、５８ページから５９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 
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 ないようですので次に進みます。２目障害者自立支援費、５９ページから６０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次に進みます。３目福祉サービス事業費、６０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次に進みます。４目老人福祉費、６０ページから６１ページ。 

 

○畠山委員 

 老人福祉費の委託料の老人保健施設運営業務委託っていう部分の中で、当初と値段が違うって

いう部分、これはどうなっているのかお聞きしたいと思いますが。老健の運営業務委託料が昨年

から比べれば、年度当初から比べれば金額が多少上がっていると言うふうに思うんですが、そこ

ら辺の要因について。 

 

○保健福祉課長 

 介護老人保健施設の委託料でございますけれど、昨年と比較いたしまして５００万ほど増額と

なっております。これにつきましては介護老人保健施設の入所者、前年平均で６９人までの場合

については介護、看護職員の基準は２３名でございます。６９人を超えた場合については２４名

ということで、平成２１年度においては見込みでございますけれども６９名を超えますので介護、

看護職員の基準が１人増えます。そういう事で、人件費相当分で約５００万ほど増えてございま

す。 

 

○中西委員 

 お聞きをしたいのですが、この老人保健施設の収支っていうのはどのようになっていますか。

どのくらい儲かっているのでしょうか。損してるんでしょうか。はっきり分かりますか。 

 

○保健福祉課長 

 介護老人保健施設につきましては町から必要経費を以って委託し、歳入については町が開設者

となっておりますので介護報酬を請求してございます。介護報酬につきましては歳入の雑入で受

けてございます。それから歳出で先ほどの委託料って事で。今までの経過と致しましては、介護

老人保健施設の介護報酬から委託費、委託料でございますが、それと施設の償還金、だいたいそ

れを返してトントンの状況になってございます。 

 

○加藤委員 

 基本的にこの事業は町が必要としてやっている部分で、これから本当に高齢者が非常に多くな

っていく、色んな形の中では重要な施設だと思いますが。そういう中で今の説明は償却まで入れ

てトントンですと言う事なんですが、果たしてこの償却関係の部分ていうのはどうなのか。むし
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ろもっと入居者、或いはそれらの従事者環境やその設備環境の、今必要な備品のために費やして

行くための方法っていうのも十分にされてると思いますが。その償却を含めてトントンという捉

え方で良いのかどうか、その部分、その辺についての捉え方をお伺いしたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 ただ今の償却費、建設費とか備品購入費でございますけども、介護報酬の中には全て備品購入

費、建設費等含まれた中で介護報酬が設定されております。清里の介護保健施設では町が開設者

のなっておりますけども、医療法人が開設している老健施設、或いは社会福祉法人が開設してい

る老健施設においても、全て介護報酬の中から建物の償還或いは備品購入等を算入しているとこ

ろでございます。したがいまして、介護老人保健施設については建物償還、備品購入等について

は介護報酬の中から支出するのが適切だと考えてございます。 

 

○中西委員 

 関連しているんですけども、これがだんだん年数も経って来ると、全てそうですけど補修なり

改築なりして行かなければならないですが、その引き当てとかは全然無しで行っておられるんで

すか。それと先ほどのちょんちょんで行っていると、そのプラスだった時の益を何処に表わして

いるんですか。マイナスなら何処に表すようになっていますか。 

 

○保健福祉課長 

 介護保険施設の単年度の収支の委託という形を取っていますので、収入については町の方の雑

入に収入してございますし、支出については委託料という事で、収入が経費を上回った分につい

ては町の繰越資金として当然残ってございます。それで介護保健福祉施設ですけども、今現在償

還金が約６千２００万程度、これが平成４１年になりますと償還金が１千万程度減りますし、そ

して平成４１年については償還金が無くなるって事で将来的に安定した運営が出来るものと考え

てございます。 

 

○中西委員 

 利益というんですか、少しは儲かった部分は町に戻されているという事ですね。今、７２床あ

りますから。このまま行けば利益は出てこないかもしれませんが。もし、経済環境の変化に応じ

てマイナスが出た場合は町が、今まで町に収入については入れていたという事ですから裏を返す

と町が今度は、指定管理者ですから、今度マイナスになった時は町がどんどん入れるって事にな

るんですか。これはどうなるんですか。 

 

○保健福祉課長 

 介護老人保健施設につきましては、町が開設者という事で介護報酬の収入を得てございます。

そして社会福祉法人に指定管理者という事で必要経費を以って委託してございます。今現在、順

調に経営推移をしてございますし、この介護施設というのは経済状況にあまり左右されない施設

でございますし、入所者も十分確保されておりますので将来に亘って安定した経営が出来るもの

と考えております 



  
 
 

- 35 -

○畠山委員 

 聞けば聞くほど指定管理という意味合いが薄れてくるわけでありますけども、この、指定管理

にしているという部分の特典は何かあるのでしょうか。 

 

○保健福祉課長 

 これは地方自治法の改正によりまして指定管理者になりましたけれど、社会福祉法人が指定管

理者になる事によりまして申請を受け付けて、社会福祉法人で入所の決定、或いは窓口で一部負

担金の料金徴収が可能となってございます。これが指定でなければ一回町に申し込んで、町が介

護老人保健施設の医師等の意見を聞いて、町が決定して、また社会福祉法人に通知してそれから

連絡するとか色んな煩雑になりますし、そういう事もありまして指定管理の方がスムーズにサー

ビスが対応できる状況になってございます。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようでしたら次に進みます。５目地域包括支援センター費、６１ページから６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次、６目国民年金事務費、６２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次進みます。２項児童福祉費、１目児童母子福祉費、６３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次進みます。２目保育所費、６３ページから６４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次進みます。３目子育て支援センター費、６４ページから６５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので、民生費で質問漏れがございましたら受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 なければ説明員交代ですが、お昼ですので１時まで昼食のため休憩したいと思います。 

休憩 午前１１時５０分 
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                                再開 午後 １時００分 

○委員長（澤田伸幸君） 

 午後からの審査を開始いたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、６５ページから６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次進みます。２目予防費、６６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので、３目各種医療対策費、６６ページから６７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 続きまして４目環境衛生費、６７ページから６８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ５目保健福祉総合センター費、６８ページから６９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ２項清掃費、１目清掃事業費。６９ページから７０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので、衛生費で質問漏れがございましたら受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので説明員交代のため暫時休憩します。 

（休 憩） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 休憩を解いて審査を開始します。 

 

○産業課長 

 先ほど、町有林管理費の中で細矢委員の質問の中で、私、下枝と言う表現を使いましたけども、
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予算書のとおり下刈と、間違いですので訂正して頂きたいと存じます。以上です。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 それでは５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、７１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次行きます。２目農業振興費、７１ページから７２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ３目畜産業費、７２ページから７３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ４目農業開発事業費、７３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ５目道営整備事業費、７３ページから７４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ２項林業費、１目林業振興費、２目自然保護対策費一括してお願いします。７４ページから７

５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 それでは農林水産業費で質問漏れがありましたら受けたいと思います。 

 

○藤田委員 

 ７２ページの農家負担軽減資金利子補助、これもあまりいい話ではないのですけども。品目横

断始めこの２年間、私をはじめ農業経営をやっているんですけども、清里農協と年末の収支、農

協も今色んな資金が無いので農協独自で北信連から資金を借りて、できた短期資金をある程度乗

せ替えをしながら元金を伸ばして農業経営の存続に向かって進むと言う話、この間の懇談会でチ

ラッとしていましたけど、まずその辺について産業課としてはどういうような話し合いを農協と

しているのか。今後の見通しをかけてどんな話をしているのか、その辺からお話を聞かせて頂き

たいと思います。 
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○産業課長 

 藤田委員の質問にお答えいたしますけども、農業経営基盤強化資金利子とか農家負担軽減資金

利子等々は、次世代農業者融資も含めまして制度上のものでございますので、粛々と続けなけれ

ばならないと考えております。また、経営等々の考え方それから行政との協議の場と致しまして

毎年行っておりますけれども、清里町農業関係機関代表者会議というものを開きまして、町長を

含めまして農業委員会会長、議長、組合長、農民連盟、普及所の所長、酪農組合長等々の代表者

が集まりまして、清里町の今後或いは現状の農業の関係についてのお話しをしながら情報交換を

して参っているところでございます。また、ＷＴＯとか世界情勢もなかなか厳しいものがござい

まして、今後の農家に対する考え方も我々ももっと早め早めに手を打たないとならないと言うと

ころもあろうと思いますけども、経済団体である農協とも色々協議しながら進めて参りたいと言

うふうに考えてございます。 

 

○藤田委員 

 話は大体わかりましたが、私自身も農業経営をして４０年来るんですけども、経営自体も私自

身も３６町ぐらい作っているんですけども、大体売り上げが３００万位、去年、一昨年と落ちて

きているんですよね。制度改正で。たまたま私は、息子夫婦だとか居ないから何とか前向きにや

れるんですけども、農協から調べてここへ来て発表するのも良いかもしれませんが、ただお願い

したいのは今農協もそういうような考え、この間懇談会で言っておりました短期資金、ある程度

５年、１０年、１５年、２０年、昔なら色々な資金があって元金を伸ばして金利ぐらい払って何

とか生き延びて来たというのが私自身を始めとして見本なんですが。この２年間振り返って３年

目に入って、農家自体も、商業、林業皆さん厳しいと思いますけども、特に農業におきましては

色んな状況の中でそういう厳しい時期が来ておりますので、少しでも、農家個々が、単年度負債

が残った人は、元金を薄く長く延ばして行くのが、農業を続けさすような政策というものを町独

自も、第３段として、国道色々な政策がありますけども、第３段目として町が地元振興のために

目に見えるような形で特にやって行く時期が来たのではないかと思います。その辺の考えを、た

だ代表者会議をやってるからって、そのことは良い事なんですけども、もう１ランク下げて地元

の実態というものを良く眺めながら一つ政策を組んで頂きたいなと、この様に思うんですけども、

どうですかね。 

 

○産業課長 

 大きな問題でございまして、この場で答えるのがなかなか難しいと存じますけれども、農協と

も事務レベルの話合いしか出来ませんけども、今後の清里農業のあり方等々含めまして協議させ

て頂きたいと思います。意見は拝聴致しました。 

 

○田中委員 

 町営牧場の事でお伺いしたいのですけども、昨年から牧場の利用が少なくなったという事で、

青葉牧場は使用されてないわけでありますけども、今後様子を見て何年間か放置して行くのか。

それとも今後何か考えているのか。そのままにして自然林にして行くのか。そこら辺をお伺いし

たいと思います。 
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○産業課長 

 青葉牧場の廃止につきましては、先日条例改正の中で江南に集約する旨の条例改正を致しまし

た。今後の青葉牧場の関係でございますが、１９年度に各利用者組合等々のアンケート調査を行

って集約するのが良いだろうと言うことで集約されました。２０年度に入りまして、こういう燃

料の高騰等で牧場を閉鎖して良いのだろうかと言う事をもう一度、再び考えていただきたいと言

う事で組合の方に下ろした経過がございます。各組合とも話合いの上、皆さんの考え方は江南一

つに集約した方が費用対効果の面から見ても良いであろうと言う結果がまた出て参りました。そ

れで今回条例改正をしたわけでございますが、今後の青葉牧場はどうするのかと言う事でござい

ますけども、緑のグループの中で採草地として利用させて頂けないだろうかという、口頭ではあ

りますけどもそういう願いが来てございます。普通財産に戻して採草地として利用するのは良い

かと思いますので今後所管委員会とも協議をさせて頂いて、その方向で行くのかどうか協議させ

て頂きたいと思いますし、ただ青葉牧場はご存知のとおり起伏がございまして採草地として利用

できる場所がそんなに無いようなわけでございます。その辺を条件に、それでも良いとおっしゃ

るのであれば貸しても良いのではないかなと言うふうに考えてございます。今後また協議させて

頂きたいと存じます。以上です。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 その他ございませんか。 

 

○細矢委員 

 ７５ページの造林推進事業費補助１５１万１千円ですが、これはどのような団体で事業を進め

ているのか。それと林産協同組合と関連性はあるのか。それともう１点、全国森林環境保全創設

促進事業負担金はわずか２万円ですけども、これは全国的な組織で、そういった環境税創設のた

めの組織があってこの負担金２万円が必要だと分かるのですけども、どういった活動なり組織体

なのかお聞かせ下さい。 

 

○産業課長 

 まず全国森林環境税創設連盟ですけども事務局が全国の町村会にございまして、構成員は５３

９市町村。いわゆる全国的なものでございます。目的と致しましては森林の持つ公益的機能を広

く伝え、森林環境に対する新たな財源制度の創設の早期実現を目指し各関係の市町村の振興を図

るというような意味で活動なされている所でございます。北海道の地域理事等々もございまして

全国的な組織というふうに考えてございます。それから造林推進事業費補助でございますけども、

これにつきましては北の森事業と致しまして、清里町の森林整備事業の補助金交付要綱によりま

して、新植が１１.５２ヘクタール、下刈面積が１９ヘクタール、除間伐が９.４ヘクタールという

ことで、これに対します補助金と考えてございます。まず新植の方は北の森の関係でございまし

て１６％の補助がありまして、１０％町単費で２６％の補助率となってございます。下刈につき

ましては町単費で補助率５％の事業、除間伐については町単費で補助率５％と言うふうな内容で

ございます。 
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○細矢委員 

 林産協同組合とは関係ないのですか。別組織ですか。 

 

○産業課長 

 民有林の関係でございますので関係ございません。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次説明員交代のため暫時休憩します。 

（休 憩） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 休憩を解いて審査を開始します。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工振興費、７５ページから７６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ２目観光費、７６ページから７７ページ。 

 

○勝又委員 

 観光費の中の１９節の負担金及び補助金、みどりのフェスティバルの関係で、前年度２２０万

くらい計上されていて、今年１８０万で４０万くらい削減されているわけですけども、これはフ

ェスティバル自体の事業の縮小など、そういうものがある部分なんでしょうか。 

 

○産業課長 

 みどりのフェスティバルの関係でございますけども、ご案内のとおり、一時２０年度で終わる

という様なお話もございましたけれども、自治会長或いは自治会の役員会の方に出向きまして地

元の意見を拝聴致しました。その結果ですね、地元としてはまだやりたいと言う意見が強くござ

いました。やりたいという意見が強くありましたので、地元の意向を重視したいという意味から

２１年度もみどりのフェスティバルは実施しますと言うふうに決断致しました。予算の関係の縮

小という事ではございませんで、昨年の実績も２００万位で出来てございますので、もう少し見

直しすれば、経済すれば出来るのかなと言うふうに考えてございますし、何とか継続して地元の

意向に沿いたいと言うことで１８０万計上致しました。以上でございます。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他に宜しいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ３目温泉施設費、７７ページ。 



  
 
 

- 41 -

○畠山委員 

 １３節でありますけども委託料、パパスランドの関係。これ昨年から上がってますし緑は上が

っていない。それから緑清荘は上がってるという部分をお聞きしたいと思いますが。 

 

○産業課長 

 まず緑温泉につきましては、２０年から２２年の契約でございましたので定額の４６０万６千

円と言うふうにご理解頂きたいと思います。またパパスランドにつきましては本年度２１年度か

ら２３年度の３年契約ということで、この間委員会でもご説明申し上げましたけども、油等々の

値上がりの部分それから不足分を計上致しまして、２千６９万円と言うふうになってございます。

緑清荘につきましては新規でございまして、今まで単独で経営なさっておりましたけれども、今

日の状況等々を踏まえまして不足が生じていると言うことで、２１年度から３年間指定管理者と

いうことで募集した結果今の緑清荘さんが引き受けたいと言うことで、この１千１７８万９千円

の計上をさせて頂いたところでございます。 

 

○畠山委員 

 パパスと緑清荘の関係については今年度新しくと言うふうに、新たに指定管理されたと理解し

て宜しいのでしょうか。そして、この関係で１社だけだったのかどうかと言う部分を確認させて

頂ければ。 

 

○産業課長 

 募集いたしました結果１社でございました。それで緑清荘、パパスランドにつきましては２１

年新規という事でお考えになって頂いて結構だと思います。 

 

○加藤委員 

 １８節備品購入費、陶芸窯を買うと言う事なんですが、実際にあそこを利用している数ってい

うのはどの位いて、年間何時間くらい使用されてこういう状態になったのかお伺いをしたいと思

います。 

 

○産業課長 

 手持ちの資料で申し訳ございませんが今年の資料でございまして、４月から１月まで陶芸につ

きましては４２２人の利用がございます。平均するのは難しいのですけれども、月４０人位でし

ょうか。これが毎年続いていると言うふうにお考え頂いて結構だと思います。それで、窯につき

ましては平成９年に購入致しまして、見て頂ければ分かるのですが、中の耐火煉瓦も磨耗してご

ざいますし、ミクロム線で焼いているのですけども、ニクロム線が外れているという事で業者さ

んに送っても同じような値段になりますし、一新して行きたいと言うふうに考えてございますの

で、ご理解を頂きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 金額もさることながら非常に維持費も掛かるかと思いますので、どうせ購入するのであれば効
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率の良い、良い陶芸が出来るようなものを中途半端ではなくて、そして出来ればきちっとした管

理を維持管理をきちっとして行くことが非常に大切だと思うので、その辺もひとつお願いしてお

きたいと思います。それと、１４節使用料及び賃借料の土地借料っていうのは何処の部分を指し

ているのか。 

 

○産業課長 

 ４９万５千円につきましては、パパスランドに隣接しておりますパークゴルフ場の借上料でご

ざいます。それと、窯につきましては最新式の窯を買っていきたいと思いますので、電力が掛か

る物でございますし管理の方も十分熟慮して行きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 パパスのパークゴルフ場、前回も聞いた事があると思うけれど確かここは契約だったかと思う

んですが、その内容等についてはどういう状態に現在なっているのか。 

 

○産業課長 

 今現在の契約状況につきましては、平成１１年から１０年間という事で１万６千３７９平方メ

ートルの、もと畑でございました原田さんの土地を借りているものでございまして、借上料につ

きましては過去の値段と同じという事で内諾を頂いているところでございます。今回は１０年は

長いか短いかの話しでございますけども、委員会のご意見も考慮に入れながら５年間ということ

で進めさせて頂きたいと存じております。 

 

○加藤委員 

 基本的にはここでの論議が正しいのかどうなのか分からないのですが、基本的にパークゴルフ

場としての捉え方をしていくのか、ここの商工費の温泉施設費という項目の中での経費計上なわ

けでありまして、その辺の整理はどのように捉えているのか。 

 

○産業課長 

 過去からこういう予算計上でございますけれども、その中身といたしましてはパパスランドと

対だろうという事で、温泉施設費の中で土地借上料と言うふうに計上させて頂いていると考えて

ございます。 

 

○加藤委員 

 パークゴルフ場としての認識ではなくパパスランドとしての施設の認識と捉えるわけですか。

その辺の整理、非常に微妙な部分なので再度お伺いします。 

 

○産業課長 

 現課といたしましてはパパスランドに来ていただけるお客さん、それから札弦町民が憩いの場

ということでパークゴルフ場、そして帰りにはお風呂に入って頂いて、昼食をして頂いて帰って

頂くという、リンクされたものであると言うふうに位置づけして計上させて頂いているものと考
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えてございます。 

 

○加藤委員 

 捉え方が非常に難しい問題だと思うわけです。例えばパークゴルフ場からの観点で考えますと、

江南のパークゴルフ場があるわけでありまして、あのゴルフ場に一番近いのが札弦地区なわけで

す。しかも江南のパークゴルフ場については予定の、当初計画した人数まで行っていない。こう

いう色んな問題点もあるわけであります。ただ、今、課長の説明からいくと、その温泉との一体

関係、こういう事での捉え方ということで行けば、これは果たして温泉に入って楽しんでもらう

っていう事と直接関与があるのかどうか。非常に微妙な部分と言うふうに捉えます。この１０年

間の契約が今回切れて新たに５年契約を今結ぼうとしていると、こう言う事でありますが、将来

に亘ってこの環境が必要だとするならば、やっぱり積極的に購入をするというスタンスを取らな

ければならないと思うわけですが。その辺についての考え方は。 

 

○産業課長 

 パパスランドとパークゴルフ場の位置付けにつきましては先ほど申し上げたとおりでございま

して、後半の質問でございます購入の件についてですが、私、初めて今回交渉に当たったんです

が相手のある事ですので、勿論相手の意に背く訳にも行きませんし、購入のお話も申し上げまし

たけども過去の状況のままでという意向が強くありましたので、今回も借上料ということで計上

させて頂いております。 

 

○加藤委員 

 基本的に１０年間、こういう形をしてきた借上料の中では認識の違いって言うのも多少あるか

と思いますが安い単価ではないと。しかも、パークゴルフ場については無料で使用していると。

町内にあるゴルフ場で経費が掛かって、維持管理は別個ですよ、草刈は別個としてそれ以外で経

費が掛かっているパークゴルフ場はここしかないわけです。基本的に有料のパークゴルフ場があ

るわけですし、そういう形の中でこれだけの単価が掛かったとするならば、ここは有料にすべき

問題だと思います。でも、そう言う論戦じゃなくて必要なものであれば積極的に購入する、その

努力が無理だとするならば、パークゴルフ場をするためにはその横に遊休地があるわけですから

カップを開ければそれで済む問題ではないでしょうか。この辺については十分にもう一度検討す

べき要素があると思うわけですが。 

 

○産業課長 

 １０年間この様に使用して町民も楽しんでいるパークゴルフ場を潰す訳にも行きませんし、隣

接する遊休地につきましても狭もうございますので、なかなか今の規模のゴルフ場をと言うこと

にはならないかと思います。当然ながら購入に関しては相手の居る事でございますので、きっと

１０年前にもこう言う論議があったかと思いますけども、何とかご理解を頂きたいと言うふうに

考えます。 

 

○加藤委員 
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 パークゴルフ場が狭いと言う話をしますと、清里のトレセンの周りはどうなんでしょうかと。

別に無料の所を、１８ホールないと駄目だと言う論戦にはならないわけであります。本当に必要

な施設であれば将来に亘って必要であるとするならば、しかも無料でいくとするならば、基本的

には購入という方法に最善の努力を向ける必要があると思います。また、そういう環境っていう

のは委員会の前にきちっとしてきたと思います。そのことを５年間にすれば良いって問題ではな

いと思います。 

 

○産業課長 

 何度も言うのもあれなんですけども、とにかく相手のいらっしゃる事でございますから、何度

も接触は致しましたけれども、こう言うままでと言うことでございますので、何とかご理解を頂

きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 契約書ですから、契約書にはきちっと謳われていると思います。返還する契約が切れた時には

再延長の協議をするのか、或いは元の状態にきちっと戻して返還するという言葉があると思うの

ですが、当然のように。私はむしろ逆に、そういう事であるとするならば、私は返還をし、空い

ている所に９ホールでもパークゴルフ場を設置し無料でして行くべきだと思います。 

 

○産業課長 

 契約の中には委員がおっしゃるように満了した時には原形に復して返還しなければならないと

書いてございます。但し、借り手側が原形に復しないという事に同意した場合はそのまま返還す

ると書いてございますけれども。とにかく私有地でございますので、いかんせん我々の意の向く

ままと言う訳にも行きませんし、何とか今までのとおりのやり方で、町民の為にゴルフ場をと言

うふうに考えてございますので、どうぞご理解を頂きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 相手のある事、相手のある事と言いながら契約がある訳ですから、だから私はむしろ将来に亘

って購入することが出来ないのであれば、その契約書のとおり現状に復して返して、空いている

所に穴を９ホールでも１８ホールでも作ることが必要ではないかと、こう言うことであります。

ここで結論が出るものでもありませんので、今後検討して頂きたいと思います。 

 

○産業課長 

 加藤委員のご意見を検討させて頂きたいと思いますが、また所管の委員会とも協議させて頂き

たいと存じます。 

 

○加藤委員 

 そういう中では５年という契約は長いと私は捉えます。出来れば３年という契約の基にその努

力をすべきと言うふうに捉えますが。その辺の検討の余地はあるのでしょうか。 
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○産業課長 

 こういうパークゴルフ場ですので３年というのはなかなか短こうございまして、あっという間

でございますので、出来れば１０年の半分の５年間を最短と言うふうに考えますが、宜しくお願

いしたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 そのことについては理解します。理解はしますが５年、１０年を半分にしたから良いという問

題ではなく、こういう問題が出た時に、議会が、この予算のこの部分を承認しないとするならば、

その契約も交わせないわけであります。そういう形の中では私はここで色んな事は言いませんけ

ど、十分に今後検討を重ねて推移をして行って頂きたいと思います。 

 

○産業課長 

 理解いたしました。 

 

○中西委員 

 産業課長に聞いていいのか分かりませんが、先ほどパパスランド、実施設計だとか基本設計だ

とか、含まれていると言う事で理解していいんですか。基本設計との関係はどうなっていますか。

先ほどパパスランドの大改修とかの話が出てますけども、そういう基本設計ですか、関連はどう

なっていますか。 

 

○産業課長 

 パパスなどに関しての実施計画、基本設計につきましては個体的なものハード的なものでござ

いまして、その中にはソフトも入るのでしょうけどもパークゴルフ場の位置づけも文言の中には

入るかと存じます。 

 

○勝又委員 

 色々質問が出て課長さんもお疲れでしょうけど、もう一言だけお願いします。指定管理の関係

が出たのでパパスランド、そして緑、緑清荘の関係についてお伺いしたいと思います。先の委員

会に指定管理の業務の関係で評価と言うものが出たわけなんですけども、その中においてもかな

り辛口な評価が出ていたわけなんですけども、それぞれの業務の体制も含めて一つの指定管理で

はありますけど、やはりきちっとした、丸投げ状態ではなくきちっと目配りした形の中で指導し

て行かなくちゃならない部分もあるのではないかなと思うんですね。そのような形の中で色々町

民から聞こえる部分について、色々このサービスの関係だとかそういう部分での一つの不満、そ

う言うものが出てきております。そんな形の中で、きちっとこの評価に合わせた形での指導体制

がなされているのかどうか。そこのところをお伺いしたいと思います。 

 

○産業課長 

 指定管理にしているから丸投げという事にはならないと考えておりますし、また当然のことだ

と思います。それで、指定管理に関するご意見等々ございましたらその都度管理者、社長等々を
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呼びまして注意或いは改善を求めているところでございます。いかんせん匿名が多いものでござ

いますから、事実関係がなかなか確認が取れないものもございますけれども、言われるという事

は何かがあったと言うふうに考えますので、その辺は厳しく指導しているところでございます。 

 

○勝又委員 

 厳しく指導されているという事なんですけども、ただどの施設も一般町民だけでなく通りすが

りなどで風呂に入りに来たりという部分がありまして、そんな形の中では、より一つの町民向け

のサービスも向上も当然さることながら、やはり一般向けのサービスも徹底しなくちゃいけない

部分では、いかんせんプロが皆様従事してやっているわけではありませんので、少しは長い目で

見てあげなくてはならない部分なのかもしれませんけど、ただお客さんはそういう部分では待っ

たはありませんので、そういう形の中でつぶさに行き届いたサービスが出来るような形での指導

体制っていうのが、これを取って頂かなくちゃいけない部分かなと。またパパスランドにつきま

しては、今年計画を持って色んな形の中で手を加えて行くっていう中では、当然その一つの原資

となる町税、血税を投入するわけですので、町民の理解もなかなか得られない部分かなと思いま

すので、その分十分検討されて取り組んで頂きたいと思います。 

 

○産業課長 

 委員のご意見分かりました。 

 

○加藤委員 

 農産加工の施設があそこにあるのですが、今の町の色んな事業展開、こうしていく地産地消、

そしてものづくり。こういうものの基本はまず町内の人が食べて美味しいと、こう言うスタンス

は一番大切なことだしあの施設って言うのは非常に価値が高いと思う訳ですが、中の環境も古く

なって来ますし機械の部分もあります。色んな形の中で整備をして、本当に、自らが行って出来

る環境づくりをもうちょっとする事の方が私はむしろ大切かなと思います。それにお金を沢山か

ける方がパークゴルフ場の土地代よりは良いかと、こんなふうに私勝手に思ってますので、一つ

その辺の検討もお願いしたいと思います。 

 

○産業課長 

 農産加工施設につきましては先ほどと同じ資料でございますけでも、１０ヶ月で４５４人の利

用があるという事で人気の高い加工施設でございます。それで、中西委員からご質問がございま

したように今後計画がございますので、その辺も踏まえながらメニューに入れて行きたいと言う

ふう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（澤田伸幸君） 

 その他で。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 
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 なければ次いきたいと思います。４目オートキャンプ場費、７７ページから７８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。５目農山村景観・自然環境保全施設費、７８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。６目江南パークゴルフ場費、７８ページから７９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようでしたら、商工費で質問漏れがございましたらもう一度受けたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 それでは説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 休憩を解いて審査を開始します。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁費、７９ページから８０ページ。 

 

○藤田委員 

 １３節の委託料の中で、道路橋梁及び河川指定管理者の８千８６６万の委託をしているのです

けども、私よく昔によく言ったのですけども、これは認定した道路でやって頂くようにと、契約

の段階でやっていると思うんですけども、私が一番お願いしたいことは認定していない農道だと

か道路だとか、そういう準認定するような道路があると思うのですけど、その辺の調査はしてい

るのか。特にお願いしたいのは、昔役場であれば自治会長を通じて産業課長の所に言いに来れば

２年か３年の中で認定していないような道路でも砂利を入れてくれたりだとか、それからグレー

ダーも掛けて頂いたりだとか、そういう事になるんですけども、この指定管理者になってからは

なかなか自治会長さんも言いに行くのが大変だと、そういう話もあったんですけども、そこでこ

の会議の中で私が指摘したいことは、１年間８千８００万、３年間で２億何千万指定管理者に委

託していますけども、その分の道路の他にまだまだ色々あると思うんです。道路というものは農

道だとか道路用地があってだとか色々、昔よく質問したのですけども、その辺の第二段目の、そ

ういう整備というものをきちっとしているのかしていないのかどうか。その点だけお聞かせ頂き

たいと思います。 

 

○建設課長 



  
 
 

- 48 -

 指定管理業務の関係でございますけども、当然町道として認定されている所については砂利道

でしたら年２回程度グレーダーも掛けますし、砂利が不足しましたら投入もいたします。例外的

な事を申しますと、例えば神の子池の林道ですとか、そういった町民の皆さんや観光客が通るよ

うな、町道としては認定されていない道路ですけども、そういうような所については整備を致し

ております。 

 

○田中委員 

 今の藤田委員に関連してなんですけども、町道から引っ込んで生活道路と言いますか住宅があ

って、そういう所も何軒かあろうかと思うのですけども。あと問題になっている緑の分譲地だと

か。そこら辺について夏なら砂利だとかグレーダーを掛けるだとか、冬ならそこの除雪だとかは

どうなっているのか。 

 

○建設課長 

 緑分譲地の関係でありますけども、大雪が降った場合については町の除雪車で除雪を致してお

ります。しかしあそこはまだ町道として認定されておりませんので、今のところ砂利の投入です

とかグレーダー掛け、そういったことは行っていないという現状です。 

 

○田中委員 

 原野の方で町道から引っ込んで住宅がある。多少の５０メートル１００メートルだと、１００

メートルだと結構あるけれども、そういう所があると思うんです。そこら辺の管理、除雪だとか

どうなっているのか。 

 

○建設課長 

 町道である箇所については除雪を行っております。 

 

○田中委員 

 町道以外の生活道路、町道から１００メートルなり引っ込んでいる所については自分で除雪し

てそこまでやる。除雪の場合でも夏の道路管理にしてもそういう事になっているんですか。 

 

○建設課長 

 あくまでも私道についてはそのような事で個人にお願いしております。 

 

○田中委員 

 その件については自治会を通じたり、そういう関係で町の方に要請みたいなのが過去にあるの

か無いのか。あったとしたら町道でないから駄目ですよと、あっさりと断っていたのかどうなの

か、そこら辺をお聞きしたい。 

 

○建設課長 

 過去のことはちょっと分かりませんけども、私が担当した去年以来はそういったご相談ですと
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か依頼ですとか、そういった案件はございません。 

 

○中西委員 

 今、道路のことが出ていますので、公営住宅とか道営住宅がありますね清里町に。公営住宅と

かの住宅の近くは町道って事になっているのですか。どういう区分けになっていますでしょうか。

住宅の近辺というのは。 

 

○建設課長 

 公営住宅の場合は道路としては認定されてない所もある訳でございますけども、公住の通りと

いうことで開けておりますし、駐車場も全部を開けるわけではありませんけども、中に入れる様

な状態まで除雪をしているというのが現状でございます。 

 

○中西委員 

 認定はしていない、幅か何かによるのかと思いますけども除雪出来ないですとか、それ位の幅

が無かったら。恐らくそういうような公営住宅にするんですから、そんな馬鹿な話はないと思い

ます。きちっと除雪するような範囲を取って、何棟か並んでいる所はそこまで行って、入り口に

行けるような事になっているかと思います。間違いないですよね、それはね。１棟なら別だけど

２棟３棟になってて、きちっと６メートルなり１０メートル、何メートルか分かりませんが、幅

があって奥まで行けると、それは町道として見てないと言うことですよね。だけども除雪はして

いるという事で理解していいんですか。 

 

○建設課長 

 公営住宅に通じる道路については大型のものが入らなければ歩道用の小型の除雪機も持ってお

りますので、そういったもので除雪を行っております。 

 

○中西委員 

 除雪の事はともかくとして、清里でそう言うふうな、広く、奥へ行く所まで舗装になっていな

い所ってあるんですか。舗装にしていない所、砂利で。ありますか。どうなんですか。 

 

○建設課長 

 舗装になっていない所はまだかなりあるかと思います。現実に札弦もそうですし、緑なんかも

そうですし。古い住宅なんかの通りについては舗装になっていない所が多いかと思います。 

 

○中西委員 

 清里、市街の方は無いのか、ちょっと分からないでしょうけど。そうやって理解して知っては

いるんですね。舗装になっていない所。広い道路で奥まで行かなきゃならない。それはもうかな

り前から舗装にされていないと思いますけども、古い住宅だから舗装にする気も無いのか、今後

どういう考えでおられるのか。ずっと将来的にそこは舗装にしないつもりなんでしょうか。玄関

前とは言いませんけど、先ほど言いました奥に行く為の広い道路ですら砂利道で、舗装して無く
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ても今の時代重機が大きいから入れますけど、そういう問題ではないと思うんですよね。どうな

んですか。 

 

○建設課長 

 町道として認定されている道路については恐らく舗装はされていると思いますけれども、団地

内公営住宅、町営住宅の団地内の道路については舗装になっていない所もあろうかと思います。

今のところ、その全てを舗装して行くという様な計画は持ってはいません。 

 

○中西委員 

 公営住宅の玄関先まで舗装にすれとは言わないでしょうけど、今言った広い所だけでも。色々

考え方があると思うんですよ。家賃も払って、そして住んで生活しているんですよね。そこをや

っぱり、そこまで入る所くらいまでは舗装にしてあげる。何年もしていないと思うんです。あれ

で良いのかなと思います。すぐ取り壊すからって言うなら別ですけど、そんなことは無いと思い

ます。少なくてもその奥へ行くぐらいまでは舗装にすべきでないかと私思うんです。広い道路に

ついては。町道ではないかもしれないけど、町道でないけど除雪をしなければならないし、町民

税払って公営住宅の住宅料も払って生活しているんですよね。どうなんですか。恐らく何年もや

っていないと思います。子供だって、そこへ出る時三輪車も乗せられないって言ってるんですよ、

砂利道で。そう言っているんですよ、生活している人。清里でそういう所がありますか、今。色

んなものも必要でしょうけど、生活している人の優先をすべきだと私は思うんですけども。どう

なんですか。 

 

○建設課長 

 具体的にどこか分かりませんから応対することが出来ませんけれども、宜しければ後で具体的

に伺って、見させて頂いて、不便の無いような形に対処して行きたいと、この様に考えておりま

すのでご了解を頂きたいと思います。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他によろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので２項都市計画費、２目道路新設改良費、８０ページから８１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。１目公園費、８２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 
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 ３項住宅費、１目住宅管理費、８２ページから８３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 土木費全体で質問ありませんか。 

 

○細矢委員 

 住宅管理費の関係でお尋ねしますが、今、中西委員の方からも質問がありましたけれども。要

するに関連する道路の問題に絡んで、新町で言いますと入居募集停止していますよね。それから

札弦の札南ですか、野村さん側の方、既に古いからという事で取り壊しをした所もありますよね。

それからウエンベツ川寄りですか、あそこも空き家もあるようだし要するに道路については砂利

道なんですけども、やはりそういう古い住宅だとか、将来に向かって入居募集停止、募集はしな

いとか取り壊しの計画だとか、この際きちっと聞かして欲しいのですが。 

 

○建設課長 

 古い住宅でトイレが汲み取りですとか、風呂の無い住宅がまだかなりあります。そういった所

は今入っている人が出られたらもう入れないっていう事で、将来的には壊して行こうという事で

計画致しております。その団地の関係でございますけれども、麻園団地、今の政策空き家って事

で５戸空いておりますけども、水元第２団地、札南団地、青葉団地。これは全部ではございませ

んけども、今言ったような所を政策空き家ってことで１９戸空かしておりますけども、これらに

ついては将来的に取り壊して、そして今、営林署跡地に新しく建てておりますので徐々にそちら

の方に新築をしながら移り住んで頂こうという計画を致しております。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ございませんか。 

 それではここで説明員交代のため暫時休憩します。 

 休憩中、消防費の審査を行います。 

（休 憩） 

 

○委員長 

 それでは休憩中に消防費を審査いたします。 

 ８款消防費、１項消防費、１目消防費、８３ページ。 

 

○田中委員 

 消防職員の定数についてお伺いします。昨年１人定年になりまして、そこで補充なされなかっ

た訳ですけども、昨年も私質問した訳ですけども分署長の答弁で間に合うと、そう言う答弁だっ

たわけですけども。今回、私も消防議員でこの話を消防議会でするべきなのかどうなのか迷いま

したが、あの資料を見ますと各消防署の定数、それから実質の定員と、うちの場合だと確か１９

名がその基準定数ってことで実際は１５名なんですよね。小清水町が確か１名差くらい、斜里も
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それくらい。パーセントで言うと小清水は９０何％行っていると。そして斜里も８０何％行って

いる。清里は７０何％なんですよね、職員数が、基準定員から見ますと。そういった中で消防の

任務も救急を要すその職場でありまして非常に大事なわけであります。また、最近町民の３分の

１が高齢者だと言われている中で、救急活動だとかその部分も増えてこようかと思います。その

中で、やはり今の勤務体制がどうなっているのか、その少ない定数の中で。消防職員の場合は２

４時間交代で勤務されているわけで、そういった中で今の勤務体制の状況はどうなっているのか、

まずお伺いしたい。 

 

○分署長 

 ただ今の職員定数それから現状の職員の勤務の関係でございますけども、先ほど委員さんから

もお話がございました定数については１９名ということになってございまして、現在、分署にお

きましては私を含めて１５名体制で現在消防体制を運営してございます。それで定数云々につき

ましては、緑、札弦の分遣所に過去職員が１名づつ居たということで、今、分団なりで業務管理

を運営委託という形でお願いしてございまして、その分、分署の方に引き上げて来た経過もござ

いますけども、それでいずれにいたしましてもここ２、３年で現実として職員数が１名ずつ減っ

ているという様な状況で現在推移しておりまして、現実的な勤務の関係でございますけども現在

１５名体制で私が普段日勤という形で居ます。あとは１４名が交代で当直勤務、２４時間体制の

勤務体系を取っているという現在の現状でございます。昼夜通じまして４人づつ、３交代と申し

ますけども、３交代で同じメンバーでございませんが若干の変則勤務の形で４人ずつ順繰り、日

数にしますと３、４日に１回ずつ当務を行うという様な実態でございます。そういう形で現在救

急火災等の緊急性に対応しております。実際昼間につきましては特別緊急な事が無い限りそんな

に支障が無いのですが、当然日勤としては私もおりますし、問題は夜間勤務の関係でございます

けども、勤務体系もそういう形で４名は確保した形で常時しておりますので、当然緊急時には当

然私も含めてすぐ出動出来るような体制も取ってございますので、過去に比べますと勤務として

は厳しい部分も若干ありますけども、現在こういう形で支障なく勤務の方をやっている現状とし

てご理解を願いたいと思います。 

 

○田中委員 

 私も非常に心配するところは、消防職員と言うのは２年経ったら何処かに異動する形じゃなく

て、ずっと定年まで消防業務に携わるわけでありまして、そういった中で長年、３日に１回泊ま

りが有るとか、土曜日曜問わずですからね。年間通してそういった中で、長年の勤務に亘ってや

はり人間の健康管理とかは十分やってるとは思うわけですけども、そういった中で色んなストレ

スだとか家庭も一人のうちはいいでしょうけど、家庭も持ったりそう言った中で長い年月見た中

で本当にそれでどうなのかなと。そういうところが懸念されるところである訳ですけども、分署

長だけの考えだけではなかなか難しい面もあろうかと思うわけでありますけど、そこら辺十分に

検討されてやって頂きたいと、その様に思うわけであります。 

 

○分署長 

 人数の問題については色んなお考えがあろうかと思いますが、現在そういう形でやってござい
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ますので、もうちょっと推移を見ながら、改善が必要であれば今後に向けてその辺も検討して参

りたいと思っておりますので、宜しくご理解を願いたいと思います。 

 

○畠山委員 

 私も３町の消防議会なので、他の町の給与体系等など見させて頂いて比較をさせて頂いてるの

ですが、基本的には自賄だという部分の中では、清里で金額決めてっていう部分は理解するとこ

ろでありますけども、小清水、斜里と金額を比較すると、どうも割返しすると金額が少ないよう

な気がいたします。それ一回聞きますと若いからだと言われた部分もあるわけですけども、３町

での査定の仕方、基準、違いが分かりましたら教えて頂きたいのですが。 

 

○分署長 

 ただ今の委員の質問ですけども、給与体系全般にというか、基本規定については３町それぞれ

の条例に基づいた支給がされていますけども、諸手当関係が若干、３町で違う部分が実はござい

ます。うちの町で申し上げますと、特殊勤務手当ての扱いにつきましては、１８年度から人件費

の抑制等の見直しを図るという意味で夜間勤務の部分の夜間業務手当てが過去支給がされていた

という実態がございましたが、その手当てにつきまして勤務体系を改善いたしまして、時間外な

り夜間勤務なりの手当てという形に変更してございます。夜間業務手当てというのは深夜勤務に

対しまして過去１人３千円という業務手当てが出ていた訳でありますけど、それは一律４名当務

しているわけでありまして、４人とも同一勤務という形を取っておりましたので、それに対して

夜間業務手当てを支給していたという様な実態でございます。１８年度からこの勤務体系を、夜

間勤務を最低２人ずつ休憩、仮眠時間と申しますけども、夜中の仮眠時間等が取れるような体制

にして行きたいということで２人づつ通信やったり、その間は残り２人が休憩をするような体制

になったという事で見直しを行いまして、それに伴いまして夜間業務手当てを廃止いたしまして、

そういう形の変則勤務のような形になりますが、その様な形で、当然休憩時間に緊急的に何かが

入れば時間外手当を支給しているという様なことで改善をいたしまして、人件費の抑制を図って

きたという経過がございまして、その点で斜里、小清水と比較いたしますと若干金額的な相違が

出てきているというのが実態がございます。 

 

○畠山委員 

 経費を下げるっていう部分については大変理解をする訳でありますけども、今までの業務が変

わらないという部分の中で働いている分の見返りがないことについては、これ清里だけで、３町

がそう言うような申し合わせだとかって言う様な部分だったら理解をするわけですけども、基本

的には清里の職員がどうやって意識を高めて行くかっていう部分と、それから自分の家の中で待

機しているのではないという部分。当然、出てきて用事がないからという部分では発生しないと

思っています。夜間出てくれば、緊急な部分、これは全員が同じ体制であろうと思いますので、

そこら辺については課長に聞いてもしょうがない部分ですけども、そこら辺も含めて意識を高め

る意味合いも含めて見直しをして頂ければと。当然３町が同じになるって事は絶対有り得ないで

すが、清里だけがというものの捉え方、これも感情の部分があろうかと思います。これもなんと

か考えて頂きたいという部分と、それからもう１点、今回高規格救急車を入れるという部分であ
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ります。当然古くなれば新しいものに取り替えて緊急に間に合わせる部分があったわけでありま

すけども、私ども、３町の資料を見せて頂いて斜里も寄付行為で救急車を貰っていると、小清水

は前回共済から頂いていると。それで、今年度清里で更新すると言って聞いてみたら同じ共済か

ら頂くと。これどうしたんだと小清水の議員に聞きましたら、お願いして頂くんだと。何でうち

に来ないのかなと、お願いしないものは来ないと言う話であります。この関係については清里は

必要ない、お願いはしなかったのかという部分、最初から考えていなかったのかという部分をお

聞きしたいと思いますが。 

 

○分署長 

 ただ今の救急車の関係でございますけども、今の委員のご質問に回答させて頂きますけども、

救急車を決してうちも寄付等考えなかったわけではございません。総合的に判断して、うちは一

応、起債等を町が借りた形で導入をしたいという考えで最終的にはまとまったわけであります。

決して寄付を全然最初から考えていなかったという事ではありません。 

 

○畠山委員 

 当然貰うとなれば色んな制約があるんだろうなと言うふうには、私はそこら辺のところは分か

らない訳ではありますけども、それでもやっぱりお願いする部分については広くお願いするって

いう部分。そして基本的に課長が、例えば救急車の関係では３年５年では替えない、１０年とか

長いスパンの中で替えるという部分の中では、やっぱり課長にお願いするわけには行かないので、

そこら辺上部組織の方がよく様子を見ながらお願いするものはする、それから皆で助け合うもの

は助け合うという部分、何とかして頂ければと思いますが。 

 

○分署長 

 今の件につきましては上司とも十分協議をさせて頂いた中で、今回導入について決定いたしま

したので、今後救急車だけではございませんので、消防車だとか色々これから当然更新等も考え

て行くならばその辺も含めて十分検討させて頂きたいと思います。 

 

○田中委員 

 先ほどの畠山委員の質問に関連するわけですけども、手当てについてですけども、先ほど４人

体制で泊まって、２人交代で寝ている。そして寝ている職員には手当てが支給されないようにな

っているのかどうなのか。 

 

○分署長 

 先ほど変則の勤務と申し上げましたけども、細かく時間を割り振って、夜中の深夜勤務の時間

帯でございますけども、最低でも２名ずつ交代で休めるような形を１８年度から勤務体系を変え

まして取ってございまして、当然緊急的な要請等があれば休憩を取っている暇はございませんの

で即出動しなければなりませんので、当然休憩時間につきましては時間外等が出ませんし、夜間

勤務については当然消防職員については我々日勤と同じ様に通常勤務という形になりますので、

２４時間の中で１６時間働いて８時間最低休憩、仮眠時間も含めて休憩を取るという様な体制を
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取る事になっております。その次の日については夜勤明けと申しますけども、それは当然休みを

取るという形の回り番制を取っているという事でございます。当然休憩時間等に出動があれば先

ほども申し上げましたけども、時間外なり夜間の勤務という部分については夜間の割増し手当て

ですとか、その辺は当然付きますのでその辺ご理解頂きたいと思います。 

 

○田中委員 

 大体分かるわけでありますけども、やはり交代で仮眠していると気を緩められない職場である

わけで、そういった中でこの前の消防議会の資料を見ますと、やっぱり斜里郡３町ではダントツ

で清里が消防職員に対して低いわけです。そういった中で特殊勤務手当て、小清水は４７０万位

出ています。清里は３０万程度くらい。同じ職場で働いて、町村は違いますけども、働いている

人の気持ちと言いますか、やはりこの３町本当は揃えばいいわけですけど、そこそこの事情があ

ってそれはそれである程度は止むを得ないことだと思うわけですけども、先ほど畠山委員が言わ

れたような、やはりもう少し検討して見直して、心身共にあまり負担の掛からないような事にお

願いしておきたいと思います。 

 

○分署長 

 委員のご意見参考にしながら、当面推移を見ながら改善点がございましたら今後に向けて検討

して参りたいと思いますのでご理解を頂きたいと思います。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 その他ございませんか。 

 それでは消防費の審査を終了いたしたいと思います。 

 ２時４０分まで休憩といたします。 

休憩 午後２時２３分 

再開 午後２時４０分 

○委員長（澤田伸幸君） 

 休憩を解いて審査を開始します。 

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、８３ページから８４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次進みます。２目教育諸費、８４ページから８６ページ。 

 

○田中委員 

 通学バスについてお伺いします。４キロを超えると５０円という助成制度というか補助制度が

あるわけですが。私がよく耳にするんですけども通学の路線の見直し、ＰＴＡの方から学校を通

じて教育委員会の方に要望が出てるのか出てないのか。私、個人的にはよく聞くわけですけども、

そこら辺どうなっているのかお伺いしたのですが。 
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○生涯教育課長 

 委員ご質問の件は今現在中学校へ通う通学バスの件でございましょうか。通学バスについては

年度当初、利用する生徒の状況等も勘案しながら路線を設定しております。保護者の方のご意見

なんかも参考にしながらご案内のとおり、家の前までというのはなかなか難しいので拠点拠点の

コースを作っているところであります。先ほど申したように、年度当初に子供達の状況を見なが

らバス路線を設定しているという状況でございます。 

 

○田中委員 

 そう言った事であれば宜しいのですけども、ちょくちょく、どうも不公平でないかと言ったそ

ういう事も耳にするわけでありまして、そういった事からお聞きしたところでして。そういうＰ

ＴＡの意見も聴きながら今後とも十分に進めて、お願いしたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 要望に全て１００％応えるのはなかなか難しいところでありますが、不公平感を持たれないよ

うな形で今後とも取り扱って行きたいと言うふうに思っております。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 その他ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。２項小学校費、１目学校管理費、８６ページから８７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。２目教育振興費。８７ページから８８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ３項中学校費、１目学校管理費、８８ページから８９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。２目教育振興費、８９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。４項社会教育費、１目社会教育総務費、８９ページから９０ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（澤田伸幸君） 

 次行きます。２目生涯教育費、９０ページから９１ページ。 

 

○中西委員 

 １９節の負担金補助及び交付金の子ども会育成連絡協議会補助ですけども、現在連絡協議会に

加盟している団体っていうのは幾つぐらいありまして、また、何名くらいの方々が登録されてお

りますか。また、現在のところどのような活動内容でしょうか。 

 

○生涯教育課長 

 ご質問の清里町子ども会育成連絡協議会の関係でございます。現在、団体数につきましては、

３団体約２００名の子ども達が加盟しているという事でございます。主な事業といたしましては、

これは生涯学習総合センターとタイアップの事業でございすが、夏ですとか冬の宿泊体験研修、

或いはまた各単位会につきましては夏休み期間のラジオ体操ですとか、あとは上部関連団体があ

りますので斜網地区、網走管内の団体がございますので、その団体が主催する事業に参加すると

いう様な事業と押さえております。 

 

○中西委員 

 今お聞きしますと町内２００名が加盟されているという事でございますので、最近よく聞かれ

るんですが、老人だとか、今、結構手厚い補助金だとか保護されているけれども、子ども達に少

し冷たいのではないかと言うお話を聞くわけなんです。ですから是非、やっぱり清里町の将来を

担う子ども達の為に、この他に少年団協議会とか色んな団体とかありまして活動しておられると

思いますけども、金額が云々ってことは申しませんけども、やはり将来のある子ども達の為に、

育成連絡協議会の中では一生懸命やられているという事でございますので、今後とも活動には補

助をしてあげるのが適当ではなかろうかと思いますけども。 

 

○生涯教育課長 

 中西委員と同様の考えで教育委員会も子ども達に対応をして行くと言うふうに思っておりま

す。ただ、しかしながら、子ども達も日常的に忙しいようで、なかなか団体活動に参加すること

も年々少なくなってきているという現状もございますけれども、そういった事も踏まえて対応し

て参りたいと考えております。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 その他ありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ３目生涯学習総合センター費、９１ページから９３ページ。 

 

○加藤委員 
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 生涯教育費の、先ほどの、各団体とも関係してくるんですが、まず使用料の関係で。ある程度

自立計画の中で進んできて年数が経ったわけでありますが、その辺について細部の見直し等とか

に関しては有るのか無いのか。その辺について。 

 

○生涯教育課長 

 社会教育、社会体育施設の使用料につきましては委員ご指摘のとおり平成１７年度ですか見直

しの議論を行って、各団体等のご意見或いは所管の委員会とも協議しながら平成１８年度、約半

年間の周知期間を以って、１０月１日から新しい現使用料、減免率、それを設定して現在まで推

移しているという状況でございます。この間ですね、使用料金に関しては利用団体からの苦情等

は受けているという実態はございません。しかしながら料金の支払方法は納付書を以って金融機

関にという様な状況が当初ありましたけども、これは窓口納付は出来ないのかと言う様なご意見

もございましたので、そういった事で窓口納付が可能なような形に現在はしております。１７年

度の議論の中でも、この料金等々で利用団体等に大きな支障をきたすという様な事であれば見直

しもやぶさかでは無いと言う様な議論をした経緯もございますので、今後ですね、それから団体

の活動なり何なりに大きな支障を及ぼすような状況があれば、これは見直しの議論をするのはや

ぶさかでは無いのではないかと現場では考えております。 

 

○加藤委員 

 理解したわけですが、書道協会の関係なわけですが、書道協会という形になると文化連盟です

と、こういう形の中では８割減免ですと、２割をお支払して頂きますと、こういう形が基本だろ

うと思うわけですが、その中よくよく見てみますと、幼児から中３までの人が年に１回書初めを

するのに、その使用料を支払っているという実態があると。この事に関しては教育基本法が改正

になって読み書き、ましてや習字、書道、書初め、こういうものを文化連盟の書道協会がやって

くれている事を、社会教育の関係の中からむしろ町主催でやらなければならない事ではないだろ

うか。そのことに関して、文化連盟ですからと言って２割の使用料を支払うという環境がどんな

ものかなと。その辺の捉え方、考え方について。 

 

○生涯教育課長 

 この使用料の減免規定を設定した段階には、団体の活動目的、活動内容で減免率を設定してき

たところであります。具体的なところで想定し得ない部分も中にはございまして、いわゆる子ど

も会ですとか子どもを守る会とかスポーツ少年団ですとか、子どもの活動を主目的としている団

体については１００％減免で取り扱っているのですが、このように文化団体が行う子ども対象の

事業という様なところ、８割減免でそれ以上減免しないんだと言う事はないです。その事業によ

っては考えなくてはならない部分があります。しかしながら、今、委員ご指摘の具体的な団体や

事業名の事業につきましては、もう既に数年間現在の形で推移している状況もありますが、その

間ですね私どもに団体の方から相談なんかも受けた経緯がなかった状況がありますので、今、委

員からご指摘がありました点、全く検討の余地に値しないんだという事ではなくてですね、そう

いった具体的な事例には対応して行きたいと思いますので、今言われた具体的な団体名、事業名

について詳細を細部調査して対応して行きたいと言うふうに思っております。 
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○加藤委員 

 これ、幼児から中３までの人達の書初め大会という事ですので、逆に、私はむしろ社会教育或

いは学校教育の形として、当然のようにこれには確か町長賞もあり議長賞もあり、教育長賞も確

かあったと思うんですが、実際問題として幼児から中学校３年までの体育施設については無料で

ありながら、文化施設については本来の日本の環境の中でしなければならない、これは協会にお

願いする事ではなくて逆に町主催でやらなければならない事ではないかなという捉え方もします

ので、十分に今後検討を重ねて頂きたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 事業の主催云々は別として、今言われた使用料減免規定の関係につきましては内容を調査して

当たって行きたいと思っております。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 その他ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次、４目図書館費、９３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。５項保健体育費、１目保健体育総務費、９４ページから９５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。２目清里トレーニングセンター費、９５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。３目町民プール費、９５ページから９６ページ。 

（「なし」との声あり） 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。４目札弦トレーニングセンター費、９６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次いきます。５目スキー場管理費、９６ページから９７ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（澤田伸幸君） 

 ６目学校給食センター費、９７ページから９８ページ。 

 

○畠山委員 

 委託料の関係なんですが、学校給食センター業務委託料という部分の中で昨年と総額が変わっ

ているという事は、今年更新と言うふうに捉えて宜しいのでしょうか。 

 

○生涯教育課長 

 平成２０年度までですね、３年間の契約で給食センターの調理配送業務については民間業者に

委託して参りました。今後新たに、また年度末に入札を行なわさせて頂きまして、新たな業者が

決定されたという事でございまして、若干去年より予算が上乗せさせて頂いたという状況でござ

います。 

 

○畠山委員 

 そうすると納入業者が変わったと言うふうに理解していいのでしょうか。 

 

○生涯教育課長 

 入札の結果ですね同一業者が落札したという事でございます。しかしながら、ご案内のとおり

物価の上昇率ですとか最低賃金の問題ですとか、そういった事がございまして委託料が若干上が

ったという事でございます。 

 

○畠山委員 

 申し訳ないんですが、委託の関係なんですが、給食センターではない部分も含めて、これらの

更新の時には多少なりとも結果だとか経緯っていう部分を踏まえて、そして、どういう風な結果

が出たかっていう部分を議会に多少なりともお知らせ頂ければ、改善したのか、今まで問題が有

ったのか無かったのかっていう部分も含めて、ここら辺も協議ができれば良いのかなと思ってい

ますので宜しくお願い致します。 

 

○生涯教育課長 

 入札の執行から業者の決定までという様なことを財務規則等に則った形で実施しているわけで

ございまして、議会に報告が無かったという事であれば、今後そういった事も含めて報告して参

りたいと考えておりますので宜しくお願いしたいと思います。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 教育費全体で質問漏れございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 それでは説明委員交代で暫時休憩いたします。 
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（休 憩） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 それでは休憩を解いて審査を開始します。 

 １０款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子、９８ページ。一括して行います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようなので次いきます。１１款予備費、１項予備費、１目予備費、９９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次、給料費明細書、１０１ページから１０９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次、継続費、１１０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので次、債務負担行為、１１２ページから１１５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次、地方債。１１６ページから１１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（休 憩） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 休憩を解いて審査を開始します。 

一般会計、歳入、１款町税、１９ページから２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ２款地方譲与税、２０ページから２１ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（澤田伸幸君） 

 ３款利子割交付金、２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ４款配当割交付金、２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ５款株式譲渡所得割交付金、２１ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ６款地方消費税交付金、７款自動車取得税交付金、８款地方特例交付金まで一括して。２２ペ

ージから２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ９款地方交付税、２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 １０款交通安全対策特別交付金、２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 １１款分担金及び負担金、２３ページから２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 １２款使用料及び手数料、２４ページから２６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 １３款国庫支出金、２６ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 １４款道支出金、２９ページから３１ページ。 
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（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 １５款財産収入、３２ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 １６款繰入金、１７款繰越金まで一括して。３２ページから３３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 １８款諸収入、３３ページから３４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 １９款町債、３４ページから３５ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 一括で質問漏れがございましたらどうぞ。 

 

○中西委員 

 お聞きをしたいのですけども、７款自動車取得税交付金ですね。比較して１千３７０万くらい

マイナスになっています。前年度より。これは清里町内における新車登録台数において交付税と

して入って来るのでしょうか。最近、２、３日前の新聞で見ましたが新車登録台数がかなり減っ

ているという報道があったのですけど、それとは違うのでしょうか。清里の新車登録台数って事

でしょうか。 

 

○総務課長 

 自動車取得税交付金につきましては全国的な自動車販売台数等の実績に応じまして、それぞれ

の市町村道の延長と面積、その割合によって交付されるものでございまして、町内の販売実績等

とは全く関係ございません。したがいまして、今回の予算計上につきましても全国的な自動車の

販売の低下によってかなり低めの予算の計上、配分の関係でそうなると想定しながら計上させて

頂いたとご理解頂きたいと思います。 

 

○中西委員 

 と言うことは、最近報道されている新車登録台数の減であるという事で町もこのような予算で

見ていると言うことですね。何割減ということで。分かりました。 

 



  
 
 

- 64 -

○勝又委員 

 歳入の関係で１点だけお伺いしたいと思います。本年度の一般会計予算、総額で４２億４千万

と。その中の依存財源と自主財源の割合なんですけれど、実際にそのうち自主財源というのは１

０億７千６９０万という事で、約２５％、４分の１なんですね。そういう部分でここ何年か、３

年くらい見通してみますと、大体２５から２６、２７とそのくらいの状態で、わが町の、堅実は

堅実なんですけども実に脆弱なっていうものが当てはまるような形で、依存財源に依存している

ような状態が続いていると。そう言うような部分でないかなと思っていますけど。そういう部分

でこれからの中長期的な展望の中で、一つの健全財政を堅持するという形の意味で、実際にこれ

が将来的にどういうような形になって行くのかというのが、なかなか今の一つの状況の中では見

えないものもありますけども、町長が普段から言われています自主自立のまちづくりっていう形

の中で、依存財源に大方なものを依存するような形で町政運営がなされているのが果たして安心

・安全なまちづくりに結び付く部分なのかどうなのかっていう部分でお伺いしたいと、その様に

思います。 

 

○総務課長 

 ただ今の勝又委員からご指摘のあったように、２１年度当初の分でいきますと自主財源が町税

更には財産収入、使用料及び手数料や繰越金、諸収入等を含めながら１０億強で２５％。そして

依存財源であります譲与税、交付税等々を加えた分、さらに町債を加えた分とで７５％という形

になってございます。ご指摘のとおり平成１６年度の決算以来、１９年度の畑総との関係、その

辺の分は若干違いますけども、ここ何年かは大体２５％を自主財源として経過をしている、こう

いった状況でございます。当然、今後第２期の自立計画を策定するに当たっての中期的な財政シ

ュミレーションを行っているわけでございますが、基本となす町税が４億弱位で推移をするとい

う形が見込まれますし、全体的な形としては約２５％前後が自主財源の基本となって推移するの

ではないかという考えでございます。この制度そのものについては、国税と地方税の関係という

形の中で制度的に税金の主たるものが６対４から５対５に、三位一体改革の中で見直しが行われ

ておりますけれども、全体としてはそういった状況や更に国全体の景気の落ち込みという形の中

で基本をなす税収が全般的に国税、地方税と共に落ちてくるという状況がございますので、今後

ともこういった中において自主財源の絶対額については非常に厳しい状況が続いてくるのではな

いか、かように考えてございます。ただ一方では、こういった経済状況の中におきまして、今日

の審議の中でも何回か申し上げましたけども、国としても地方の経済の疲弊ですとか雇用安定、

こういったことに対してほぼ３ヶ年は集中的なそう言った施策を講じる、こういった状況もござ

いますので従来共にさらに有利な起債等の発行、更には有利な交付金等の導入を図りながら、少

ない自主財源の中においてもある一定程度の基盤整備や住民サービスがきっちりと確保出来るよ

うな、そういった財政運営や予算の編成、こういった事を意を配りながら選択と集中、そして成

すべきものは成す、そういった考え方の中でメリハリを付けながらしっかりとやって行きたい、

この様に考えてございます。 

 

○勝又委員 

 有利な起債発行なり、有利な交付金の利用というような話が出ましたけども、ただ今回の打ち
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出されました自立計画、その中の推移を見てもあくまでもその依存財源、自主財源の割合はそん

なに変わって行くような経過は無いみたいで、その部分では端的に見る限りやっぱり自分たちと

しても不安な部分が、どうしても懸念されるような部分です。ましてや実に経済的に落ち込んで

いるような状態の中で、なかなかそう言う部分での景気回復も見られないっていう様な形の中で

は町の財政運営っていう部分も難しい部分かなと思いますけど、そんな部分でより一層の、今年

の方針にもありますけどもコンパクトな堅実な財政運営というのを成功して行って頂きたいと、

この様に思います。 

 

○総務課長 

 十分、ただ今頂きましたご意見を配しながら、しっかりとした地域の活性化に結びつく中、更

に健全財政を維持していく、そういった方向で今後とも努めさせて参りたい、かように考えてご

ざいます。 

 

○中西委員 

 町債のことについてお聞きしたいのですけども。恐らくこういう傾向は良い傾向なのかと。臨

時財政対策債から融資５、６項目ありますね。増えたのもありますし、減ったのもあるという事

で、総体的には３億８千５００万くらい減ったという事ですね。減らすという事ですね。それで

何とかなるという。約５０％、去年から見ると半額の町債で良くなったという事で、この構成比

率で１５.１％くらいでしたか、去年は。この町債の比率が９.８％くらいになったという事で、そ

んなに町債を使わなくても何とかなるという、少しずつ良くなってきている傾向ではなかろうか

と思いますけど、今後においてもこういう大体の見通しで宜しいのでしょうか。 

 

○総務課長 

 起債の発行等でございますが中期的な部分におきましては投資と財源のバランスを取りながら

全体額的には抑制を図って参りたい、かように考えてございます。今年度発行する分におきまし

ては、２億円については後年度交付税で１００％戻ってくるといった内容の交付税に変わる財政

措置、平成１３年度から取られている財政措置でございまして、その２億円についても後年度１

００％交付税の中でバックをしてくる、そういった内容になってございます。当町におきまして

は当然同じ地方債におきましても過疎債おいては７０％のバック、そういった事もございますし、

今後、補正債等さらに有利なものも国の経済対策の中に発生してくる可能性もございますのでそ

う言った有利性が担保できる起債、こういったものを中心に発行する中、全体的起債残高につき

ましては当面事務的な計画ではございますけども、平成２１年度から２５年度の５年間において

約７０億円台まで圧縮して行きたい。行うべき事業は行った上において、そういった全体的な起

債については圧縮を図っていく、そういった方向で財政運営を図って参りたい、かように考えて

ごいますのでご理解賜りたいと思います。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（澤田伸幸君） 

 本日は一般会計の歳入までということで、明日は朝９時半から特別会計ということで今日はこ

れで終了したいと思います。ご苦労様でした。 

 

（散会 午後３時１８分） 
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平成２１年度清里町予算審査特別委員会会議録（第２日目） 

 

 

平成２１年 ３月１３日（金） 

  開 会    午前  ９時３０分 

    閉  会        午前  １１時５０分 

 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 昨日に引き続き特別会計から審査を開始いたします。 

 介護保険事業特別会計、歳出、１９ページから２３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので、地方債、２４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようですので、歳入、１３ページから１６ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 介護保険事業特別会計、質問漏れがありましたら一括してお願いします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

それでは次に進みます。 

国民健康保険事業特別会計、歳出、２３ページから２９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようなので歳入に入ります。１５ページから２０ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次、老人保健特別会計、歳出、１７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 
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 次に進みます。歳入、１３ページから１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 老人保健特別会計、質問漏れがありましたら一括してお願いします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次に進みます。後期高齢者医療特別会計、歳出、１９ページから２０ページ。 

 

○加藤委員 

 健康診断の関係ですが、後期高齢者になった時点で今まで町が行っていた健康診断の内容が、

されていない部分、削除されている部分が多いということについて。 

 

○町民課長 

 健診自体はこの予算で計上しておりまして、実施については国保もそうですが、保健福祉課の

ほうで取りまとめ等をお願いしております。基本的には健診内容の大きな相違はございません。 

 

○加藤委員 

 健診項目について、普通の国保と後期高齢者の関係、全く同じと捉えてよろしいですか。 

 

○町民課長 

 同じと捉えて頂いて結構です。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸） 

それでは歳入、１３ページから１５ページ。 

 

○細矢委員 

 歳入の関係、保険料ですが。保険料の納入方法は年金からの差し引きと窓口というか町村で払

う方法、２つあると思いますが、その支払い方法の割合がどのようになっているのか。それから

もう１点、既に滞納繰越分が６万９千円出ていますが、恐らく年金からの徴収ではなく窓口負担

分がこのようになっていると思いますが、その点をお聞かせ下さい。 

 

○町民課長 

 件数については今持ち合わせておりませんが、新聞報道等々ありまして、町村でも周知をしな
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さいということで国から急遽指示等もありまして、年金が一定金額以下の人からは保険料を引け

ないようになっておりますが、介護保険料もそうですが、それ以外の引ける方について、預金口

座から引いて下さいと、そういう方は十数件か、もう少しそれ以上か。広報とテレビ等で取り上

げられた結果、支払方法を変更して欲しいという、自分の口座から引く人と息子さん等の口座か

ら引かれる人で十数件から２０件ほど、もう少しあったかもしれませんが、割合としては年金か

ら引かれる人が今のところ多いです。ただ、そういう報道や広報をしなさいという結果、今言っ

た形で、普通徴収ではなくて口座から引きさりをすると、最初は過去２年くらい未納がないと言

うこともありましたが国の方が非難を浴びて、そういうような形で、一部、口座から本人なり、

旦那さんなり、息子さんから引きさりになるという事で動いているのが現状でございます。滞納

繰越につきましては今年が初年度でございますので、出るのか出ないのか、多少は可能性があり

ますので予算を計上しております。これについては、納まった分は全額納めるという事ですので、

滞納になった場合については翌年度徴収になれば連合会に納めるという、いずれにしても納まっ

た分についてお支払をするという事になっておりますので、滞納についてはできるだけ無いよう

に努力をしたいと思いますが、そういう事で計上しておりますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○細矢委員 

 滞納もありうるだろうと言う事で計上していると、そう理解しておけば宜しいんですね。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 後期高齢者医療特別会計、全般で何かありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次に簡易水道事業特別会計、歳出、１７ページから１９ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次に進みます。給与費明細書、２０ページから２７ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 地方債、２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 歳入、１３ページから１４ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○中西委員 
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 使用料で１７０万くらい減額で予算をみておられますが、２０年度も人口減、冷夏、飲食業等

の減少で使用料も減少したという事でございますが、水道会計における人口減、これの人数はど

れくらいになるのですか。それと、飲食業のほうは何件で、冷夏という事なのでかなり温度も、

去年はかなり低かったと思いますが。２０年度は１２０万から１３０万くらいで２１年度は１７

０万円くらい減の予定ですが、今年も人口が減るという事ですか。水道会計における人口減、２

１年度はどのくらい減る予定で予算を立てられているのかお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○建設課長 

 本年２月末の給水人口で３千３２９人、戸数で１千６１０戸という数字になっております。店

舗の関係は、種類別には把握しておりませんので今お答することはできかねます。それから冷夏

による影響、昨年の使用量、前年度比較で言いますと８月と９月が特に大きく水道使用量が減少

していたという事で、確かに冷夏の影響があったと考えております。以上でございます。 

 

○中西委員 

 冷夏については、はっきりとしたことが分からないかと思いますが、その年によっては異常気

象の関係で上がる事も下がる事もあるでしょうが。人口減についてはこれからも予想されている

と思いますが、１７０万円、これだけの減少をされていると思いますが、この分で行くと、これ

から毎年どんどん減って、町長の執行方針にも使用料の改定に向けた検討を行うと、事業制度の

改正に向けた準備や施設の機能を維持するために新たな整備や機能強化が必要とされる時期を迎

えているとか。要するにまだ経費が掛かるし使用料も上げなければならないという事ですが、人

口減で使用料を上げなければならないというと、我々素人からみるとかなり使用料が上がってく

るんじゃないかと思うんですが、その辺、どれくらい上げるのかお聞かせ頂きたいのと、近隣町

村と比較して清里はどれくらいの位置にあるのかお聞かせ頂きたい。近隣町村と比較すると清里

町は高いという声も聞きますけれど、近隣市町村と比較しているデーターがあればお聞かせ頂き

たいと思います。 

 

○建設課長 

 執行方針の中でも料金の改定の検討をして参りたいと言うことで、町長から説明を申し上げた

訳ですが、今、委員おっしゃったとおり人口減少等で、一つの例でございますが、平成１７年に

は５千８２０万ほど使用料収入があったものが、恐らく本年度末では５千２００万くらいに落ち

て来るのではないかと、そんな事も予想されております。収入が少なくなる事によって、当然、

水道基金を持っておりますがそれから繰出しをして行かなければならないという事で。また、水

道の施設につきましては水道メーター器更新というのが計量法によって決まっておりまして、８

年に１回更新して行かなければならないんですが、それが２１年度から２４年度に向かって大幅

に増えて行くと、２１年度でだいたい３千３００万、２４年度では３千万くらいメーター器更新

にお金が掛かるとか。第２簡易水道、今国が統合を進めようとしている簡易水道ですが、統合を

しなければ水道管ですとか施設の補助をしないという事もありまして、近々、そういう修繕もし

て行かなければならないと。そういうような事から水道料及び下水道料金の改定の検討をして行

きたいという事で、今、色々資料などを収集している段階でございますが、できれば６月議会前
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の委員会あたりに現状ですとか今後の改修費用、そういった色々な資料を揃えてご提示申し上げ

たいと思っております。本町の水道の状況ですが、管内と比較しての状況ですが、今のところ安

い方から数えて４番目という状況になっております。 

 

○中西委員 

 安い方から数えた方が早いと思いますが、聞くところによりますと斜里と比べると高いと思わ

れますが。前にも言ったと思いますが、今のところＵＰ率はまだ分からないですね。最終的にい

くら使用料が上がるかという事はまだですね。下水と関係するからまだ決められないと思います

が。もう一つ伺いたいのは、我町は花と緑と交流のまちづくりで花を沢山植えてもらってますね。 

その花に掛ける水が高いと言いますか、雨が降ればそれを貯めて掛けることもできますが、雨が

降らなくて花にも掛けられず、花を植えなさいと言っても水道料がだんだん高くなって来ると掛

けられなくなるんじゃないかと思いますが。こういう事も配慮して改定を考えておられるのかど

うか。それとこれは別だと言うこともあろうかと思いますが、水道会計とは別ですが、清里は花

のある町であると、花を植えなさいと、花に水をやらなければならないと。今お聞きしますと使

用料がどんどん上がってくるという予想ですが、このことについて水道会計ですからお答できな

いでしょうが、お考えがあればお聞かせ頂きたいと思います。 

 

○建設課長 

 花の水やりについては正直なところ考えたことはございません。特別会計というのは独立の原

則、受益者負担の原則というのがございますし、ご存じのように一般会計も徐々に大変な状況に

なってくるという事で、幾らでも繰入をしてくれるという状況では無くなってきますので、どの

程度上げたら良いのかは今後のご協議を申し上げたいと思いますが、受益者負担の原則を基に許

される範囲内で上げさせて頂きたいと、私ども担当者としては考えているところでございます。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 水道会計全般について何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 ないようなので次に進みます。農業集落排水事業特別会計、歳出、１７ページから１９ページ。 

（「なし」との声あり） 

  

○委員長（澤田伸幸君） 

 次、給与明細書から地方債まで一括して、２０ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長（澤田伸幸君） 

 歳入、１３ページから１４ページ。 

 

○田中委員 

 生産物売払収入の中で２万円、札弦のコンポスト、肥料の売払い代金だと思うわけですが、あ

の施設で年間どれくらいの経費が掛かっているのか。目的は肥料の生産を上げるというのではな

いですが、参考のためにお聞きしたいと思います。 

 

○建設課長 

 札弦クリーンセンターにつきましては、おおよそ、例年２００万程度の維持管理経費が掛かっ

ております。 

 

○田中委員 

 その経費というのは人件費とか電気代ですね。償還費は入っていないですね。 

 

○建設課長 

 維持管理経費については人件費は入ってございませんで、需用費ですとか役務費、維持管理に

掛かる費用だけでだいたい２００万くらい掛かるという事でございます。 

 

○田中委員 

 せっかく出来た施設でありまして有効活用できれば一番宜しい訳ですが、その汚泥の処理で２

００万というのがどうなのか。別にもっと良い方法があるのか。その辺を検討された事があるの

か。このまま続けて行くのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

 

○建設課長 

 あの施設は多額の費用を掛けて建設したものでありまして、今のところは別の方法を検討して

いるとかはございませんで、今の施設を活用して参りたいと考えております。 

 

○田中委員 

 せっかくの施設でありますので有機肥料の量を増やすとか、それによって経費が莫大に掛かる

ことになれば別ですが、その辺の検討もこれからされたらどうかと思う訳ですが。 

 

○建設課長 

 今は下水処理場から出る汚泥を処理しておりますが、今のところ、他から何か別のものを持っ

てきて堆肥化するとかの考えは持ってございません。 

 

○勝又委員 

 今の質問の関連ですが、生産物売払収入で２万円という事で。これは何年か軌道に乗らないと、

毎年種菌を作る部分もあってと言うことも聞いておりまして。軌道に乗った時の収入はどれくら
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いかという、ここ２年くらい２万円の収入が続いていると思うんですね。 

 

○建設課長 

 ずっと２万円できておりますが、種菌で残さなければならない訳ですから、その余った部分を

町民の方々または公共施設に使ってもらうという事でやっておりますので、それがだんだん増え

て行くという事にはならないと言うことであります。 

 

○勝又委員 

 そうなると、２万円が今のところ一番良い状態の売上と捉えられる訳ですが。ただ毎年２００

万円くらいの維持管理費が掛かる、人件費は別にして、汚泥の処理という関係も当然ありますが、

もう少し違った形で利用できるようなことも考えて、いくらか経費も削減していくような方法の

検討が必要と感じる部分で。近くには東藻琴が堆肥化施設のようにして利用、農協が堆肥センタ

ーを持って、そういうものと兼ねた中で利用していくのが可能であれば、検討しなければならな

い部分であると思いますがどうですか。 

 

○建設課長 

 今は１００袋程度販売をしておりますが、委員がおっしゃったような事についても今後検討し

て参りたいと考えてございます。 

 

○畠山委員 

 この関係については今まで変だなぁと思って見ていた訳ですが、実際、量的に出てこないとい

うのはこれが理想だったのかどうかという部分。まだまだ残量が出てくるはずという、だいぶ古

い話で計画は分かりませんが。今、実際、清里と札弦で汚泥がいくら出ているのか、製品はどれ

くらいの率でなっているのかを伺います。 

 

○建設課長 

 年間にしますと、水分を含んだもので２７０トンくらい出てきます。それを乾燥させまして最

終的に３００袋くらいになります。これは汚泥全部を処理するのではなく種菌にも回しますので、

外部に出せるのが１００袋くらいという数字になっているところでございます。 

 

○畠山委員 

 種菌がこんなに要るのかという部分がございますし、種という言葉を使って良いのかどうかあ

りますが、残量の部分では総体の１割２割であれば種菌ということも理解できますが、３分の２

を残しておいて種菌と言うのも可笑しな話だという部分。これら色んな問題がありますが、最低、

残物処理という部分では余りお金を掛けないというのが基本だと思っております。これら、問題

が起きないような処理をしっかりしていただいて今後の処理をして頂きたい。色んな部分で聞き

たい事がありますが、これら、ゆっくり調べさせて頂いてからお話をさせて頂きたいと思います。

終わります。 
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○委員長（澤田伸幸君） 

 農業集落排水事業特別会計、全般でご質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 次、焼酎事業特別会計に移ります。歳出、１７ページから２０ページ。 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 給与費明細書から債務負担行為まで一括して、２１ページから２８ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 続きまして歳入、１３ページ。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

 焼酎事業特別会計、全般でございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長（澤田伸幸君） 

ここで一般会計から特別会計まで審査を終了しましたので、１０時３０分まで休憩致します。  

午前１０時３０分より総括審査を行いますので、準備方、宜しくお願い致します。 

休憩 午前 1０時０７分 

                                再開 午前１０時３０分 

○委員長（澤田伸幸君） 

 それでは休憩前に引き続き会議を開きます。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。 

 

○加藤委員 

 平成２１年度予算審査の総括質疑をさせて頂きたいと思います。 

 まず始めに、長引く景気低迷に追い打ちをかけるように世界的な金融恐慌の危機を受けまして、

特に地方の経済、雇用、大変厳しい状況に置かれている中、清里町においては昨年末に国の施策

や他の地方自治体に先駆けた２億円規模の緊急経済対策を実施されましたことは町民並びに商工

関係からも高い評価を受けております。また、今回の国の定額給付金の支給に関しましても明日

より現金による支給をするという事は、地域の消費拡大の中では非常に高く評価されるものと思

います。町長はじめ職員の皆様方の高い自治運営に対し、議会はもとより町民からも、心から敬

意と感謝を申し上げたいと思います。地方財政が大変にひっ迫している中で、本町の２１年度の

当初予算、一般会計で４２億４千万、７つの特別会計を合わせまして５７億７千５１０万７千円、

このような予算審査をしてきた訳であります。この予算の内容も緊急的な地域経済対策や雇用創
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出対策の取り組みを意識した予算編成となっているということ、まずもって高く評価をいたした

いと思います。そして町長がいつも述べられておりますように、本当に住んでみて良かった、住

み良い清里の明日を展望する観点の中からも２点の事についてお伺いをしたいと思います。 

 第１点目は地域基盤施設整備関係に対してでありますが、パパスランド、福祉センター、町民

プールと、こういう中で特にパパスに関してどのような基本姿勢を持って改築をして行くのか。

私も基本的にはパパスの改築にはまずもって賛成をいたします。その上でお聞きをいたしますが、

道の駅パパスとして捉えていくのか、或いは温泉パパスとして捉えていくのか、或いはその両方

をどのようなバランスを持って行っていくのか、この点についてお伺いをしたいと思います。今

般、道東観光、特に知床観光は非常に激変をしております。町内にもレストハウスがあるわけで

すが、売店販売の１８年から１９年、１番当初１８年には４千６００万円ほどありました金額が

１９年度には約１千１００万減少、さらに２０年度にはもっと大きな減少が予定されております

し、レストハウス自体もそういう環境の中ではトータルとして大きなマイナス要素、施設全体で

１００万を超えるのが予想されるというような現状があるわけです。こういう環境の中で道の駅

としての役割、１０１番目に登録された道の駅パパスさっつる、大変に喜ばしいことであります

が、全道で１、２位を争う、１９年度の道内所管事務調査で行ってきました黒松内の道の駅、こ

こはパンが有名で行列ができる素晴らしい道の駅でありますが、あそこのパンが黒字になるのは

５月の連休の時、それと８月のお盆休みの時、この時だけがトータルで、金額の記憶はあやふや

ですが、１千万円くらいづつ、大幅な黒字であったと言うふうに記憶をしております。それ以外

の月については大変厳しい状態であると。加工施設で作られた乳製品も売られていましたが厳し

い環境であると、このような現状がある訳であります。当然、あそこの温泉施設もぬるいとか色

んな問題点もありますし、最初に言いましたが改築をするのは賛成でありますが、その辺のこと

を踏まえて基本的にどういうスタンスで行くのかお伺いをしたいと思います。 

 

○町長（橋場 博君） 

 加藤委員のご質問にお答えいたしたいと思います。 

 今、非常に、景気低迷と言いますか、サブプライムローンから国際的に、非常に失業者が増え

大変な時代を迎えようとしておりますし、また国も３ヶ年の間に何らかの景気浮揚対策をしよう

ということで、今、政府も取り組んでいる最中であります。そういった中におきまして、清里町

におきましては議会の皆様のご了解を頂きまして、昨年の暮れには地域振興券事業も実施するこ

とができた訳であります。また、年が明けてからの国の定額給付金事業も、いよいよ明日から３

日間、３地区に分けて実施する事ができた訳であります。今回、２１年度予算の審議を頂いた訳

でありますが、ご質問にありました地域基盤施設等の整備、施設整備の設計費を計上させて頂い

た訳でありますが、基本的な考え方についてはこれから所管の委員会と十分詰めていきたいと思

っておりますし、総枠がどういう形になるか、これにつきましても詳細まだ固まっている訳では

ありませんけれども、これから色んな面で詰めていきたいと思っている訳であります。そこでご

質問にありましたパパスの関係でありますけれども、ご承知のように、これにつきましては地域

から要望書が提出されているのも事実でありますし、また農産加工施設もありまして清里町全体

から多くの方が行かれているのも事実であります。それと１番心配いたしておりますのは温泉の

温度の関係でありまして、これをどのようにして行くのか非常に悩ましい問題を持っている訳で
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あります。それともう一つ、始めから道の駅を想定して造っている建物ではない訳でありますか

ら、議員もご承知のように入ってすぐの広場に品物が並んでいたり、狭隘（きょうあい）感を感

じるという面もあろうかと思います。また、道の駅になってから大きな車が駐車するようになり

まして、非常に駐車場が狭い中で一般の方々が狭隘（きょうあい）な思いをされている面もあろ

うかと思います。いろんな事を考慮しますと、どういった方法が良いのか、これから十分に詰め

て行く必要があるかと考えております。１番問題なのは、一時と違いまして今はどんどん投資を

する時代でもありませんし、特に私が注目いたしておりますのは、この２１年、２２年、２３年

の３年間というのは国を挙げての景気浮揚策を講じておりますし、その体制、準備をしておくこ

とも一つの道ではないかなと考えている訳であります。ご承知のように、丁度、緑清荘を増築し

た時に、議会或いは町民の皆様からいろんな意見がありました。あの時は景気浮揚という事で９

０％を超える補助事業で実施する事ができました。また、あの時代は併せて小学校の広い庭も全

部９割以上の補助率で実施する事ができた訳であります。今回もそういった事も想定しながら体

制作り、準備をしておくことが肝要なのかと、そういう考えが一つあります。そこで本題に入り

ますが、パパスの建物の改築、どういう規模でどういう形になるものかというのは全く白紙であ

りますし、どういう姿にしたら良いのか十分所管の委員会と詰めさせて頂きたい。そのように考

えている訳であります。予算委員会の中で担当課長が申し上げましたように、まだどこの施設に

設計費がいくらとかと言うことではなくて、今、清里町が将来に向かってやらなければならない

事業、そういった頭出しも含めながら設計と言うふうにご理解いただきたいと思う訳であります。

しかし、アバウトな、いい加減な予算という意味ではなくて、考え方としては３００万円前後く

らい掛かるのではなかろうかと、規模とかこれから色々固まってきた段階でまだまだ微妙な問題

もありますけれども、基本としてはこの３つの施設について前向きに進めて行きたいと、絵を描

く事ですが。実際にやるかやらないかはこれからの話でありますので、絵を描かない事には審議

のしようがない訳でありまして、その前段の作業だという事でご理解頂ければ大変ありがたいと

思っております。 

 

○加藤委員 

 基本的なスタンスはこれからだという風に理解を致しました。同時にそういう中で改築をして

いくというパパスの問題については、これには異論は無いんだろうと思います。町長が今言われ

ました、これから３ヶ年間の中に、国の施策の中にきちっと乗れるものは乗っていく。そういう

中でもう一つ、きちっと忘れてはならないのは出来上がったあとの維持費の問題があろうかと思

います。今現在、パパスには約２千万の年間維持費が掛るわけでありますが、これを改築する事

によって年間の維持費が上がるという事、これからの考え方の中には増額して行くということは

なかなか難しい問題と捉える訳であります。と言いますのは清里町にある各施設、これらの維持

費、例えば昨年までは緑清荘が０円であったものが今年は１千万、こういう形の中でいきますと、

全ての施設、レストハウスも昨年までは何とかなっていたものが極端なことを言いますと町の地

代、借上料に匹敵するくらいの赤字状態になりそうだと。こう考えてみますと、町内にあるすべ

ての施設、コミットにしても償還金と維持費でどれだけ下がっているのか。清里町の財政の内で、

まず人件費が８億。そして公債費で約１０億。そして物件費は約１０億、その内の５割以上がそ

の維持管理費に掛かっているわけであります。そういう環境の中で地方財政はさらに緊迫してく
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るであろうと。福祉センターの改築に関して、昨日の課長や今までの町の基本的な考え方は総合

計画、自立のまちづくりの中で淑々とやっていくという基本姿勢で進んできておりますが、そう

いう環境の中に５年の計画或いは３年の計画という現状の中で、今、本当に経済は生き物として

厳しく動いている訳であります。平成２３年にはＪＡの合併があるかもしれない、確定ではあり

ませんが９０％以上はありそうな状態になっている。そういう中では清里という地域の基幹産業

に大きな転換がなされる。この問題に関しても自治体同志での話合い、ＪＡ間での話合いが必要

になってくる訳でありますがそういう将来展望、そして少子高齢化を踏まえて行く。この２日間

の予算審議の中で特別会計も利用者負担ですよと。こうなった時に、後期高齢者になった時に与

えられた年金で使えるもの、上下水道に払って、国民健康保険に払ったらどうやって生活して行

くんだと。風呂に入りたくても風呂賃がないという時代が来るかもしれない。施設を建てること

も大切ですが、将来の維持費までどうしていくのかという事を踏まえた特に、極力、運営維持費

を抑えていく努力も忘れてはならないと思う訳であります。この福祉センターの問題に関しては、

私はむしろ改築より壊してしまうくらいの気持ちがあっても、一つの考え方としてあっても良い

のでないかと。避難場所としてはコミットもあり、学校もあり、総合センターもあります。もう

一つ問題なのは葬儀会場ですが、一部の宗派には葬儀会場もあります。それ以外の所で、コミッ

トで出来たりレストハウスでも多少やったこともあります。総合学習センターでもあります。そ

ういう事によって、切り詰めるところは切り詰めて、そして、しなければならないパパスの改築

にはある程度メリハリを付けた部分で、トータル維持費の掛からない、増額をしない方法という

事が大切な部分ではないかと。この部分は私的な考えがありますが、こういう施設の基盤整備の

考え方について、どのように捉えているかお伺いします。 

 

○町長（橋場 博君） 

 これからの経済環境、ご質問のように色々厳しい問題もあろうかと思います。特に地方財政を

取り巻く環境でありますが、平成２０年度の決算からそれぞれ市町村の評価が新聞、報道機関を

とおして発表されるようになった訳でありまして、北海道でも何ヶ町か過日の新聞に載っている

状況であります。このように地方自治体を取り巻く状況は非常に厳しい訳でありますが、清里町

におきましてはおかげ様で諸先輩の皆様始め議員の皆様方の、いろんな面の、将来に亘る財政運

営、非常に効果が表われて参りまして、清里町におきましては数字的に何ら心配のない行財政運

営ができる訳であります。しかし、これに甘えることなく、清里町の今後１００年の計画の中で

しっかりとした財政基盤を築きながら、また、これからの人々のために良い施設整備をするのも

我々の努めではないかと思っている訳であります。そういった中で、ご質問の福祉センターであ

りますけれども、建ててから４０数年を経過し１回大改修をいたした訳でありますが、特殊な建

物でありますから窓枠を替えることも儘（まま）ならず非常に困っているのが現状でありまして、

ご質問にありました、お祝い事は別にしまして不幸な時の、行事の場合でも寒さが厳しいのと、

ご家族の皆さん方にも使い勝手が悪い面があるというのもお聞きいたしております。そういった

ことを考えて行きますと、今後どう言うふうにしていったら良いのか悩ましい問題な訳でありま

す。あと、もう一つ言いたいのは、役場庁舎昭和４７年に建築しておりまして、今の厳しい耐震

化計画によりますと、相当手入れをしなければならないかもしれないという問題もありますし、

それらと併せながら何か良い方法がないか、今、いろいろ思案をしている最中であります。ちょ
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っとした地震が来たくらいで潰れる事はないと思いますが、大きな地震が来てから公共施設の耐

震化計画、どこの町でも整理をするようになってきておりますので、そういった総合的な事を考

えながら、どういう案が良いのか、これら、ある程度原原案が固まった段階で議会の皆様方とも

十分詰めていかなければならない問題だと思っております。簡単に言いますと、役場の耐震化計

画をするのはどうすれば良いのかと言いますと、お話によりますと、外に鉄枠を造って×にすれ

ば良いらしいのですが、それじゃ見た目も良くないですし、何か良い方法がないか、そういった

事も検討している最中な訳であります。新しい建物は問題ないですが、この庁舎は清里町内でも

古い部類の建物に入っておりますから、そういった総合的な事を考えながら、福祉センターの問

題についても十分詰めて行きたいと、こういった考え方も持っている訳であります。本来の福祉

センターにつきましては、それとは別に町内での需要も調べながら、それ相応の整備をする必要

があるのかと、そんな感じも受けている訳でありますが、詳細、ある程度具体的な原原案ができ

ましたら所管の委員会とも十分詰めさせて頂きたいと思っております。そういった事で宜しくお

願い申し上げたいと思います。 

 

○加藤委員 

 そういう考え方もあると思いますが、一番問題なのは、私は今回のパパスの問題にしてもトー

タルとして維持費が増額というのはあり得ない。清里町内における施設の、トータルとして維持

費を増額させないような努力をして行かなければならないと思う訳であります。そういう中にお

いては緑清荘も今年から１千万を超えました。もう２年か３年するとレストハウスもどうするの

かという問題もおきてきそうな気もします。パパスも改築して２千万円が３千万円になったとい

う環境ではなく、町内にある施設の有効活用をもう少し真剣に考える必要があると思う訳ですが、

維持費、管理費についての考え方をお伺いしたいと思います。 

 

○町長（橋場 博君） 

 先ほど答弁漏れして申し訳ございません。パパスにつきましては仮に改築がなされたと仮定い

たしましても、維持費増になる事であれば考えておりません。維持費減になるような姿であれば

積極的な姿で、また所管の委員会ともご相談させて頂きたいと思いますが、現在より維持費が掛

るようでは今の段階では考えておりません。あくまでも減を基本に考えております。あと、町内

の各施設がありますが、ご質問の有効活用、そのとおりであります。有効活用ともう一つは町民

の皆さんがこういった場合はこう使えるという、常時そういう姿であるような状況にしたいとい

う気持ちもある訳であります。今ある施設を有効活用することが一番良い訳ですが、心配するの

は、色んな慶弔様々でありますと却ってご迷惑をお掛けするという面も考えられますので、色ん

なことを考えながら、これからまた計画を進めて参りたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 町長のトータル的な維持費の問題のお話を伺いまして、それと一番始めに町長が言いました国

の施策が３年間の中で大きく、景気、地域に対する施策が立てられようとしている時に乗り遅れ

ることがないように、その辺も加味しながら十分に進めて頂きたいと思います。もう１点は平成

２１年度高規格救急車が導入される訳でありまして、この事は長年の計画がやっと導入される訳
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ですが、管内の地域医療に対しても管内の７割が大変な状態に置かれているという新聞報道もあ

る訳であります。この医療の問題は、単に一つの町村だけでは解決がつかない大きな問題でもあ

る訳ですが、今回の高規格救急車を導入するに当たって、搬送体制は優れていますが搬送先の問

題がもう一つあろうかと思う訳であります。町内にある病院は内科、外科の場合は斜里に、脳の

場合は網走に、こういう搬送先についての体制、今後きちっと確立されて行かなければならない

し、現状として問題が無いのかどうか、その辺についてお伺い致します。 

 

○町長（橋場 博君） 

 今回、高規格救急車導入予算を計上させて頂いた訳でありますが、ご質問の搬送体制の関係で

ありますが、基本体制というのは前にも申し述べたかもしれませんが、まず、近くという事が原

則でありますが、基本はご家族に意向に沿って、指定病院になっております網走厚生病院、或い

は斜里の国保病院、或いは小清水の日赤、こういった所にお願いをしているのが現状の姿であり

ます。今後ともこういった状況が継続されるのかなと、そのように考えているところであります。 

 

○加藤委員 

 そういう関係の中では、病院体制の関しては問題がないと理解して良いことと思いますが。そ

れともう一つは、近年非常に叫ばれております妊婦の登録関係につきましても、新しい生命の誕

生に関するデーターの収集、登録制によって搬送先、限られてくると思いますが、そういう体制

というのは現在どう言うふうになっているのか。或いは今後どのような考え方に立って行くのか

について、お伺いしたいと思います。 

 

○町長（橋場 博君） 

 妊婦につきましても、平成２１年度は町負担の健診回数を大幅に増やして万全を期して行うと

いう事でありますし、また、網走厚生病院とも綿密な連携を取りながら現在進めているのが現状

でありますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 妊婦健診、７回から倍に増えてというような部分ではなくて、急な場合における搬送、救急車

による依頼が起きた場合、普通はあり得ないことですが、その場合の体制や環境というのはどの

ようになっているのかと、そう言うことですが。 

 

○町長（橋場 博君） 

 緊急の場合の出産とかの関係は網走厚生病院、金川産婦人科、そこに集中してお願いをしてい

るという事であります。 

 

○加藤委員 

 清里町における妊婦の緊急の場合の搬送、ある程度データーで押さえて置く必要があるのかな

という捉え方でありまして。もう一つ医療関係で、北海道で２番目に導入したドクターヘリが釧

路を中心に、道東のドクターヘリがありますが、１００キロ以内でしたか、そういう環境の中で
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はこの辺の地域というのはライン上という判断なのか、或いは中なのか、外なのか。救急医療の

ドクターヘリの関係について、本町ではどのような位置付けになっているのかお伺い致します。 

 

○町長（橋場 博君） 

 ドクターヘリにつきましては、だいぶ前の新聞にも載ったかもしれませんが、網走支庁管内と

いうのは旭川と拠点が２つに分かれている。１００キロを超えるのは網走市も１００キロを超え

ますし、この辺も１００キロを超えるような状況で。具体的にどういう姿になるかという全体の

会議というのはまだ１回も開かれておりませんし、この旭川地区につきましては非公式ながら担

当者の会議が開かれているようでありますが、釧路についてはまだそういった動きも無いようで

あります。我々、首長全体の町村会として網走支庁管内どういう姿で対応するかはまだ決まって

いないのが現状であります。一つ問題になるのはお金の掛かる問題ですし、旭川市はヘリが無く

てもいいんです。だけど払わなくちゃいけないという。釧路市も無くてもいいんです。釧路市内

ですから。それから札幌にあって旭川にある訳ですから重なる所も出てきますし。いろいろな難

しい問題がありまして、これから本格的にこの問題の詰めが始まるのかなと、そのような想定を

致しております。 

 

○加藤委員 

 この医療の問題というのは大変な問題になって行きますし、万全を期して今後も行って頂きた

いと思います。終わります。 

 

○田中委員 

 総括ということで、２点ほどお伺いしたいと思います。１点目は教育振興について、２点目は

使用料の改定、この２項目についてお伺いしたいと思います。本定例会に一般会計、特別会計合

わせまして５７億７千５００万、こういう中で当初予算が提案されました。２日間に亘り審議さ

れた訳でありますが、その審議を通じまして私なりに感じた事をお伺いしたいと思います。 

 まず第１点目は、教育費の緑町小学校の屋内運動場の耐震補強事業、光岳小学校特別教室屋内

運動場改築事業の設計。これら２件については耐震診断の結果で補強が必要、または建替えが必

要という判断に立った訳でありますが、今は全国的にも少子化の時代にあり、大半の地域で統廃

合が余儀なく進められているのが現状かと思う訳であります。そういった中で江南小学校、私の

出身でありますが、現在１６名、平成２３年度にはひと桁の７名となる。今までは教育委員会か

ら正式提案がされていない訳ですが、近々早期統合という事で提案されると、そのように聞いて

いる訳であります。そういった状況の中で他の小学校も３校ある訳でありまして、光岳小学校に

おいても私の知る限りでは児童数現在２５名から２６名。今は３学級ですが平成２４年、２５年

になりますと児童数は１８名、１６名となる状況だと認識しております。その後は増えるのかど

うか分からない訳ですが、今の状態で行けば極端に増えるという状況ではないと思います。しか

しながら、行政の役割、教育行政は重要な問題でもありますし、そういった中で今回設計がなさ

れる訳でありますが、光岳小学校の地域の住民、それからＰＴＡの意見、それらの考え方を聞い

た事が有るのか無いのか。そのような調査をしてきたという事であればその内容はどうだったの

か。まず、その点について教育長にお伺いしたいと思います。 
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○教育長 

 ただ今のご質問でございますが、学校の統廃合という事でございます。田中委員からお話があ

った江南小学校につきましては地域とも色々なお話をしまして、近々最終的な結論を出すという

お話は伺ってございます。光岳小学校につきましても年々児童数が減っていくという状況で、２

４年以降は２０名を切って行くという今の見込みでございます。そのような中で、昨年、光岳の

ＰＴＡの方と色々お話をしまして、光岳としてどのようにと言うお話をさせて頂いた経緯がござ

います。その結果、光岳のＰＴＡの方では今のところ統廃合というのは頭にないと、何とか子ど

もさんを確保して今のまま学校を維持して行きたいというのが状況でございます。また、整備し

ます緑町小学校も本年、年が明けましてから、ＰＴＡ、地域の方々、皆さん方が集まりまして今

後の学校についてと言うことで議論をされたという事で、２月１４日にされたとい事とで、その

後代表の方が教育委員会に見えられまして、結果として、今後５年間現在の山村留学を続けたい

と、それが地域の意向であるという申し出がありました。その間については統廃合は緑について

は考えないと、そのような事でご理解を願いたいという地域代表の方々のお話がございましたの

で、緑についてもそのような考え方で整備をして行きたいと考えております。 

 

○田中委員 

 そういった地域の考えでありますが、平成１３年に清里町小学校の複式解消に係る基本方針と

いうのが出ております。それから数年経過している訳でありますが、地域で、江南も、これから

学校がなくなった時の地域の寂しさといいますか、わびしさがあると思う訳です。地域から学校

がなくなるという事は、大げさに言うと地域の灯が消えると感じる訳であります。しかしながら

現実問題として、児童数が減少している中で江南のように切羽詰まると分かるでしょうが、２学

級になりますと３定員、学校運営に非常に支障をきたすと。教育長も重々分かっていることと思

いますが、私が聞いた話では３人の先生になる訳で、２クラスの担任の先生と校長先生。校長先

生の外勤は、昨年の出勤日数が２１６日で外勤が７１回ある訳です。それと出張が１０日間。教

頭については８２回外勤、出張が１７回。そういった中で、教員の仕事は２倍以上になるであろ

うと、校長先生だと３倍、それ以上になるだろうと。校長先生が不在の時に病気の子どもが出た

場合は、急々の場合は自習をさせて１人の先生が病院に連れて行くとか、そういった色んな厳し

い状況を踏まえた中で江南も最終決断をされたのだろうと、このように思う訳であります。その

ような事情が見えてきた時には土壇場じゃなくて前以て教育委員会としても地域の人に周知をし

て行く、そういう事も必要かと思う訳であります。そのような作業がなされているのかどうかお

伺いします。 

 

○教育長 

 教職員の配置の問題と子ども達の学習の問題、それから教職員に掛かる負担の問題でございま

すが。この関係については各学校、新栄、緑、光岳、今の時点で推計できる人数を持って将来的

にどうなるかと言うお話はしてございます。現実問題、緑町小学校は今言われました２学級３定

員ということで、学校がそういう状況になりまして先生達も大変だということで、子ども達にも

十分な教育ができないということから山村留学に取り組んで現在に来ているという状況で。緑町

全体ではその状況は自分達で一度経験しているので十分分かっているという状況にございます。
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江南につきましては１クラス欠学という事でございまして、次に欠学が出ればすぐに人数に関係

なく、２学年が欠になると４学年しかない訳ですから２クラスになります。これは人数に関係な

く、２クラスになりますと定員は校長先生と一般の先生２名という事で３名体制になります。養

護の先生もおりませんし、事務もおりませんというような形になります。今、田中委員からお話

がありましたように、校長先生方は会議が多く学校に居ない時間が多い訳でありますが、現実的

に３定員になりますと校長先生も会議があっても出ていけないという状況も出てくると。校長先

生が出たときは２つの教室に担任の先生が居るだけで、職員室も空になるということで、学校全

体に鍵をかけて授業をしなければならないという状況になろうかと思います。状況につきまして

各学校にご説明を申し上げて、今、田中委員もおっしゃいましたように学校がなくなるというの

は地元から灯が消えるようだという事、この辺私ども十分ご理解できる訳で、この結論までは長

い時間とたくさんの議論が必要だと言うふうに思っておりますので、他の学校にもこのような事

を投げかけて議論をして頂いているところでございます。 

 

○田中委員 

 私が一番懸念するのは、現実問題として児童数が極端に減っていく、各学校の存続というのも

３人の教職員では厳しいものがあると。そういった中で、今回の耐震補強につきましてはそれほ

どの額でもありませんが、全面改築になりますとかなりの金額が投資される訳で、１０年、１５

年、２０年と使用できれば良い訳ですが、５、６年先には統合という話が出たらどうなるのかと。

建ててしまった後の事、統廃合になった後の事も考えなければならないでしょうし。そういった

部分、一番気に掛かるところですが、その点についてどう考えているのか。 

 

○教育長 

 全面改修して２、３年後で統廃合ということになったらと言う事でございます。私どももその

点が一番危惧するところでございます。整備するに当たっては、やはり地域の方にお話をして、

ある程度きちっとしたものを出して頂くということで、緑についても再度地域でもう一度お話を

して頂きたいと、そういう事でお話をしましたけれど、当分の間は、最低５年は山村留学でやり

たいという最終的な結論ということもあり整備をして行くと。今、議論をしているのは、新栄小

学校も現実に議論をして教育委員会もその中に入らせて頂き、いろいろな説明をさせて頂いたと

ころでございます。新栄小学校についても耐震の整備をしなければならない訳で、これらの整備

につきましては地域の人たちと良くお話をしながら、学校の存続を含めてお話をしながら今後検

討をしていきたいと思っております。地域の方々とも色々なお話をしながら整備の方は進めるな

り、統廃合するのであれば統廃合するという事で、早急に議論を詰めたいと考えておりますので

ご理解を頂きたいと思います。 

 

○田中委員 

 今年は、清里町の出生数、４０名前後かと思う訳であります。できていない子は分かりません

がこれから７年先は読める訳であります。そういった中で、どの学校がどういう児童数になるか

というのは私が言うまでもなく教育委員会でつかんでいる事と思いますが、今後の学校運営につ

いての課題がある程度は見えてくると思います。基本的には地域の要望を重視して対応していく
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と常々聞く訳ですが、子ども達の教育はどうなのかというのも含めながら先に向けた計画。どう

なるか分からないけれど、とりあえず地域の声で学校を存続したいという事になっている訳です

が、慎重に進めていただきたいと思う訳であります。 

 ２点目ですが使用料、町長の執行方針の中にもありましたが上下水道の見直し、使用料の改定

を検討していくと謳っている訳であります。一時は５千人から６千人を想定して色んな事業が行

われてきたと思いますが現在は４千７００人。そのような人口の減少の中で利用料の値上げを検

討しなければならない時期が来たと。今回、上下水道の料金を謳っている訳ですが、基本的には、

先ほど課長が述べられたように特別会計の中で処理をして行くのが基本であると。今後、上下水

道に関わらず他の利用料、使用料についても値上げせざるを得ない状況が来るのかなと考える訳

ですが、値上げする際の根拠といいますか基本的な考え方、これについてお伺いしたいと思いま

す。 

 

○町長 

 各種使用料、手数料の値上げの関係でありますが、基本的な考え方を申し上げますと、出来る

る事ならば現行を継続するのが一番良い訳でありますが、やはり、特別会計の会計経理の状況を

鑑みながら、もう一つは世間一般的な料金ということも考慮しながら改訂をしていくという事が

必要ではないかと考えている訳であります。清里町は、特別会計は収支のバランスを見て直ぐに

値上げをするとかそういう事ではなくて、一般会計で限りなく投資的な事業につきましては投入

も致しておりますし、基本的な考え方としましては、経常的な経費につきましては受益者負担の

原則で使用料、手数料で賄って行きたいというのが基本的な考え方であります。 

 

○田中委員 

 使用料、利用料については近隣町村の差がないように、一般会計からも繰入れて住民に負担の

掛からないようにという答弁だったと思いますが、是非そのように。人口が少なくなったから、

掛かるものは掛かるんだから仕方がないという考えではなく、町長が今言われた考えで遂行して

頂きたいと思います。そういった中で、今回、耐震の補強工事、改築工事、子どもが少なくなっ

た事もありますが、学校の整備計画をしっかり踏まえて、特別の事がない限りは最終的には学校

が一つになるのかなと、何年先のことかは私も想像がつかない訳ですがそんなに遠くない将来だ

と思います。そういった中、町長、教育長の考えがあれば、最後まで地域住民の要望に応えてい

く考えなのか、それとも行政としてこの辺で限界ではないかと、極端に言えばそのような方向も

考えておられるのかどうか、最後にお聞きして終わりたいと思います。 

 

○教育長 

 学校の統廃合ということでございます。教育委員会としましては子どもの教育というのが第一

義的にあります。そういう中で、子ども達にしっかりとした授業を受けさせるという事で、今議

会の初日の一般質問でも畠山議員の方からご質問がありましたとおり、国においても学習指導要

領の改訂、子ども達の授業時数の増加、きちっとした確かな力を付けた学習という事で取り組み

をしている訳でありまして、これに向かっていくのが教育委員会としては第一義的な部分でござ

います。ただ、学校は地域の中心でございまして、地域の方々にとりましてはその地域から学校
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がなくなるという事は大きな問題であろうという風に考えております。平成１３年に要綱を作り

まして、すぐに全ての学校を要綱に則って、将来的には児童生徒数が減ってくるので統廃合につ

いて検討を始めて頂きたいと。我々も簡単に行くようなお話ではないと思っておりましたし、そ

ういうお話をしてきた訳ですが、それから７年経って、今、江南が最終結論を出す段階にきたと

いう事で、地域にとっては、それだけ長い期間を掛けて議論をしなければ結論が出ない問題であ

ると言うふうに思っております。教育委員会としましては、子ども達が少なくなって先生も３名

で十分な教育ができないんじゃないかという事、地域の方に応援をして頂けなければ、例えば、

運動会、学芸会、学校行事ができない訳であります。そういうのも含めて地域の方と良くお話を

しながらどうするのか。やはり全国的な事例を見ましても、行政主導でやった場合は未だに統合

ができないという所もかなりあると言うふうに我々も聞いております。教育委員会議でもこの部

分についてはかなり議論をしておりますが、子ども達に、いかにきちっとした学力を付けるかを

第一に考えて、地域の方々と十分話合っていくという事で教育委員会議の中でも議論をしており

ますので、教育委員会としては地域の人方のご理解を得た上で統廃合は進めるという考え方で方

針を立てております。 

 

○町長（橋場 博君） 

 前段の使用料、手数料につきましては、もう一つ付け加えますと、内部的に厳しい行財政改革

の上に値上げをお願いするという事でありますので、ご理解を賜りたいと思います。それと学校

の関係でありますが、教育委員会の決定、動向を静かに見守っているというのが現況であります。

余分な話になって良くない訳でありますが、個人的に申し上げますと、例えば私は光岳ですから、

光岳が無くなったらどうなるかと言うと非常に寂しい気持ちになります。あと、清里の違う点は、

札弦、緑にそれぞれＪＲの駅があり、警察があり、郵便局があり、役場の支所があると。こうい

った事を考えますと近隣の郊外の学校と多少違うのかと、そのような印象を持っております。し

かし、何人まで持ちこたえられるのかと言うと、これは自信もありませんが、願わくば残って欲

しいというのが私の気持ちでありますが、あくまでも教育委員会のご判断にお任せするというの

が基本的な考え方であります。 

 

○勝又委員 

 総括ということで１点だけお伺いしたいと思います。準備をしていなかったのでおかしな所が

あるかと思いますがご了承いただきたいと思います。 

 まず、町制執行方針ということで、３０ページに亘る町制執行方針。内容は町長の長年のキャ

リアと実績の中から生まれた一つの集大成、そのように高く評価しております。その中で新たな

言葉が出てきております。選択と集中という言葉です。予算配分の重点化に向けて廃すべきは廃

し、改めるべきものは改める、こういう姿勢の中から生まれた考え方かと捉えている部分ですが、

第２期清里町自立計画の中においても選択と集中によるまちづくりという形で打ち出され、自立

を視点として作成されている訳ですが、実際にどういうものを選択し、どのように集中していく

のかという部分で、大枠でよろしいので説明を頂きたいと思います。ただ、行財政厳しい折、色

んなものを取り入れてやって行くべきがベストかと思いますが、今までの無理や無駄を省いた形

の中での事業の取り組みが必要と考えておりますので、その点もお願いします。 
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○委員長（澤田伸幸君） 

 町長。 

 

○町長（橋場 博君） 

 これからの我が国の状況、高齢化社会を迎えて行くと言われておりますし、また、人口が減る

時代を迎えて来ている訳であります。そういった中で行財政改革をしながら、人口が減り高齢化

する社会の中で今までと同じような考え方では全ての行政がうまく行きずらいだろうと、そうい

う考えの基にその時代時代に適応した選択なり或いは必要なものについては集中的にやって行こ

うと、そういう意味も含めながら今回の第２期自立計画に搭載させて頂いた次第であります。世

の中の動向を見ながら進めて参りたいと、こういう意味合いも含めてであります。ご承知のよう

に今年から定住自立圏構想という制度がスタート致しましたし、また、北網広域圏組合に代わる

組織についても今回議決を頂いた訳であります。これら色んなことを網羅しながら、これからの

時代背景を鑑みながら選択をし、これからの行政運営をして行きたいという基本的な考えを持っ

ております。 

 

○勝又委員 

 今後の時代背景を鑑みながらというお答えを頂いた訳ですが、今回作成されました自立計画、

この中にも選択と集中の考え方について述べられておりますが、これまでの行政サービスについ

ても個人や地域で担うべきものや民間で供給可能なものについての役割見直しに加え、選択と集

中により効果的なものとして行きます、と出ている訳です。この取り組みをして行く中では、行

政側と住民側で温度差があってはうまく行かない部分であると思います。住民との間に意識の返

りが生じた場合にはうまく行かない部分であると思いますので、先の新聞にも出前講座、町民に

理解を求めた形の中でというお話が載っていましたが、その辺のお考えを頂きたいと思います。 

 

○町長（橋場 博君） 

 行政と住民に温度差があったら良くない訳でありますが、過去に遡りますが合併の話題が沢山

あった時に、町内、数多く回らして頂いて、その中の結果が現在の姿になっているものと思う訳

であります。そういった事を考えますと、今後とも行政と住民の考え方、格差のないような地域

づくりをして行くことが必要かと考えている訳であります。そのためには情報の限りない公開で

あり、現在行政は何をしようとしているのか、皆さんから集めたお金はどのように使われいるか、

また町の現在の状況、他の町と比べて清里の状況はどの位置にあるのか、こういった事を今後と

も継続的に住民の皆さんにお知らせをして参りたいと思っている訳であります。幸い、清里町は

ご承知のように自治会を中心に道路の清掃を積極的に行って頂いておりますし、町内のロータリ

ークラブの皆さん始め町内それぞれ関係機関の皆様方が、町道、道道問わず毎年道路清掃をし、

或いは草を刈り、近隣、北海道からも非常に高く評価されている現状でありますので、今後とも

こういう姿が長く続きますように私自身も願っている訳であります。色んな面で住民の皆様にお

世話になる訳でありますが、こういった姿が少しでも長く続きますように、今後とも色んな面で

お願いをして参りたいと思っているところであります。 

 



  
 
 

- 86 -

○勝又委員 

 そのような事を聞いて安心した訳ですが、何年か前から始まりました行財政改革という形の中

で、言葉は悪いですが共に血を流して生き続けなければならないという部分もありまして、その

中ではサービスの低下は住民は望んでいない訳でありまして、少ないお金でどのようにやり繰り

して事業を展開していくか、より高度な知識が必要になってくるかと感じる訳です。住民との間

ではしっかりとした合意形成がなされないと、なかなか事業を達成して行けないと感じますが、

町長は合併の話題があった時のお話もされましたが、是非、地域に出向きまして、今の地域担当

員制度もフルに発揮しまして、住民との間に大きな返りがないような状態で仕事が進められる形

を取って頂きたいと要望致しまして終わりたいと思います。 

 

○町長（橋場 博君） 

 多くの住民の皆さんは、負担増は望んでいないことは充分に承知しておりますし、やはり、情

報を的確にお知らせすることが大切かと思っております。それと、清里で発達した自治会活動、

色んな面でまちづくりにご貢献を頂いております事、私も非常に喜んでいるところであります。

こういう姿が長く続くことを願っているところであります。十分承知を致しました。 

 

○委員長 

他にございませんか。 

ないようですので、以上で総括審査を終わります。 

 これで全ての審査を終わります。 

 

○委員長 

 以上をもちまして、平成２１年度各会計予算審査を終了させて頂きます。 

 委員各位並びに理事者、職員各位に対し、２日間、審査運営に協力頂きました事に対し厚くお

礼を申し上げます。審査中、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に検討預き、

本年度予算執行、また明年度以降の予算に活かされますよう要望申し上げます。経済情勢、財政

情勢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致します。ご協力誠にありがとうございました。 

 

○委員長 

ここで、暫時休憩します。 

 町理事者、職員は退席を願います。 

                                休憩 午前１１時４５分 

                                再開 午前１１時４７分 

○委員長 

 各会計予算の審査が終了しましたので、採決をしたいと思いますがご異議ありませんか。  

（「異議なし」との声あり） 

      

○委員長 
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異議なしと認めます。 

 これより各会計ごとに採決します。 

 この採決はいずれも挙手によって行います。座ったままでさせて頂きます。 

 

○委員長 

  議案第２６号 平成２１年度清里町一般会計予算から、議案第３３号 平成２１年度清里町焼

酎事業特別会計予算まで一括採決します。 

 本件については原案の通り決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第２６号から議案第３３号まで原案のとおり決定する事にしました。 

 

○委員長 

これで、本予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しました。 

 これで予算審査特別委員会を閉じます。ご苦労様でした。 

 

                                                           （閉会 午前１１時５０分） 


