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平成２１年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第１日目） 
 
平成２２年 ９月１３日（月） 

  開 会    午後 １時００分 

    散  会        午後  ２時３０分 

 

 

●出席委員（７名） 

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

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

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

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

 

 

●欠席委員 

  なし 

 

 

●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主幹          岸 本 幸 雄 

  総務Ｇ主査          鈴 木 美穂子 

     〃           泉 井 健 志 

企画財政Ｇ総括主査      熊 谷 雄 二 

    企画財政Ｇ主査        阿 部 真 也 

    町民課長           島 澤 栄 一 

  町民生活Ｇ総括主査      三 浦   厚 

  町民生活Ｇ主査        武 山 雄 一 

     〃           梅 村 百合子 

     〃           小 泉 めぐみ 

税務・収納Ｇ主幹       溝 口 富 男 

  税務・収納Ｇ主査       小 林 義 仁 

     〃           永 野   宏 

保健福祉課長         柏 木 繁 延 
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    保健Ｇ主幹          岡 崎   亨 

保健Ｇ保健師長        太 田 富士子 

  福祉介護総括主査       野呂田 成 人 

  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          原 田 賢 一 

 商工観光・林政Ｇ総括主査   進 藤 和 久 

 商工観光・林政Ｇ主査     樫 村 亨 子 

建設課長           澤 本 正 弘 

建設管理Ｇ総括主査      清 水 俊 行 

建設管理Ｇ主査        酒 井 隆 広 

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           二 瓶 正 規 

    消防分署長          高 橋 俊 幸 

    救急係長           君 島 晴 男 

    予防係長           小笠原 明 博 

  教育長            荻 野 美 樹 

    生涯教育課長         斉 藤 敏 美 

    学校教育Ｇ主幹        鈴 木   敏 

  学校教育Ｇ主査        清 田 憲 宏 

  社会教育Ｇ総括主査      本 松 昭 仁 

  社会教育Ｇ主査        松 木 治 巳 

     〃           吉 田 正 彦 

焼酎事業所副所長       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  任           鈴 木 由美子 

 

 

●開会宣告 

 

○事務局長 
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 委員長より、挨拶を申し上げます。 
 
○委員長（勝又武司君） 
 決算特別委員会の開催にあたり、委員長のご挨拶を申し上げます。この度決算の特別委

員会が設置され、図らずも私が委員長に、細矢議員が副委員長として指名されました。誠

に不慣れで、皆様方にはご迷惑をおかけすることが多々あると存じますが、その点ご理解

頂きたいと思います。ご案内のとおり、本委員会は予算が正しく執行されているか、また

議会における予算審議の趣旨が十分生かされているか、納税者の立場に立って確認しなけ

ればならない重大な使命を設けられている訳でございます。そういう意味において、委員

各位の将来展望に立った建設的な意見と、理事者側の明解なるご答弁を頂きたいと思いま

す。３日間、委員各位そして理事者各位の特段のご協力を頂きますようお願い申し上げ、

挨拶といたします。よろしくお願いします。 
 
○委員長 
 これより、平成２２年度各会計の決算審査を行います。審査の日程、進め方について事

務局長より説明させます。議会事務局長。 
 
○議会事務局長 
 それでは、お手元の決算審査特別委員会の議案をお開きください。３番目、審査日程に

ついであります。日程については本日１３日から１５日まで３日間といたします。第１日

目の本日につきましては、この後、３にありますように、決算審査意見報告ということで

監査委員より行います。その後町長の挨拶を頂き、その後各会計内容説明、終了後本日は

散会といたします。２日目１４日につきましては、９時半から審査を開始いたします。３

日目の１５日につきましては、進行状況によりますが総括審査を行いまして、４番目の採

決まで参ります。４番目の審査の進め方につきましては、一般会計審査の順序については

事項別明細書から④の基金の運用状況までこの順で行います。次のページをお開き下さい。

審査の方法でございますが、歳出は款の目ごと。歳入は款ごとに審査を行います。歳出の

小さな目、歳入の小さな款ついては、別紙にありますように、一括にまとめている部分が

ございます。各款ごとに説明員の呼び出しを行います。消防費については、説明も審査も

休憩中に行います。次の特別会計については、①の介護保険から⑦の焼酎事業の順に行い

ます。特別会計の審査については、一般会計と同じ要領で行いますが、歳入歳出とも全款

一括して審査を行います。総括審査については、各会計全般ということでございます。以

上、簡単ではございますが、説明とさせて頂きます。 
 
○委員長 
 審査の日程、進め方についての説明を終わります。 
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 引き続き、監査委員より決算審査意見の報告を求めます。代表監査委員 篠田恵介君。 

 

○代表監査委員（篠田恵介君） 

それでは、平成２１年度清里町決算審査意見の報告を行います。まず、１ページ目でご

ざいます。審査の概要でございますが、１．審査の対象、平成２１年度清里町一般会計歳

入歳出決算及び同期の７つの特別会計について行っております。平成２１年基金の運用状

況、付属書類 平成２１年度清里町各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する

調書、財産に関する調書。２．審査期間でございますが、本年８月２０日から同年９月２

日までの内６日間行っております。３．審査の方法。審査に付された各会計歳入歳出決算

書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに基金の運用状況に

ついて、関係法令に準拠して作成されているかを確かめ、これから計数の正確性を検証す

るため、関係諸帳簿その他証書類との照合等、通常実施すべき審査手続きを実施したほか、

現地調査や関係職員の説明を聴取するとともに、例月出納検査の結果を参考とし、必要と

認めたその他の審査手続きを実施した。第２ 審査の結果。審査に付された各会計歳入歳

出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に

準拠して作成されており、その計数は、関係諸帳簿その他証書類と照合した結果誤りのな

いもとと認められた。また、予算の執行及び関連する事務処理は、適正に行われているも

のと認められた。基金の運用状況は、その計数は正確であり、関係基金条例等に基づき、

運用並びに管理されていると認められていた。審査の結果の詳細は、以下のとおりでござ

います。１番目、決算の総括。（１）決算規模。当年度の決算規模は、次表のとおりでござ

いまして、一般会計と特別会計を合わせた総計決算額は、歳入総額７３億４,８７３万円で、

歳出総額７２億７１６万６千円である。（２）決算収支。総計決算における歳入歳出差引き

額及び翌年度へ繰越すべき財産を差し引いた実質収支の額は１億３,０１６万９千円、これ

から前年度実質収支額を差し引いた単年度収支の額は、２１１万２千円の赤字となってい

る。決算収支の状況を会計別に前年度と対比して示すと下の表のとおりとなってございま

す。（３）予算執行状況。歳入決算額７３億４,８７３万円は、総予算額８９億４,２１７万

５千円に対し、１５億９,３４４万５千円の減収で、収入率は８２．２％となっている。ま

た、調定額７３億７,５６１万５千円に対する収入率は９９．６％となっており、収入未済

額２,５９６万９千円は、前年度比１５５万８千円の増となっている。不納欠損額は９１万

６千円、前年度対比１８万９千円の減である。歳出決算額７２億７１６万６千円は、総予

算額に対して８０．６％の執行率で、不用額は９,６７９万円となっている。（４）財政の構

造。財政の構造について、一般会計により分析すると次のとおりである。ア、歳入の構成。

自主財源と依存財源の構成は次表のとおりで、自主財源１２億３,９５０万９千円、依存財

源４６億８６９万４千円となっている。前年度と比較すると、自主財源は昨年度に国営小

清水地区畑地帯総合土地改良パイロット事業負担金を完済したため、その分の繰入金が大

幅な減となり４億６,９６８万１千円減収である。依存財源は町債の減ではあるが、国の経
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済対策事業等に伴う国庫支出金の大幅な増により、６億８,４３０万７千円の増収となって

いる。構成比は自主財源が９．１％減少している。イ、歳出の構成。歳出決算額を性質別

に分類し、前年度と対比して示すと次表のとおりで、前年度に比べると消費的経費は補助

費等が大幅に増となり、構成比、決算額ともに増加している。ウ、財政分析。主要財政指

数の年度別推移をみると、下の表のとおりになっておりまして、なお、財政健全化判断比

率また、資金不足比率につきましては、午前中の本会議で提出していますので、省略いた

します。次６ページに行きまして、町債の状況。町債の状況は下の表のとおりでございま

して、当該年度中の発行額は４億３,４００万円、元金償還は９億４,２８８万３千円であり、

当該年度末残高は９９億６,６１１万３千円となっている。当該年度末残高は、前年度と比

べて５億８８８万３千円減少している。２．一般会計。一般会計の予算の執行状況は、以

下のとおりである。なお、一般会計の決算収支の状況については、１決算の総括の（２）

の表に記したとおりで、形式収支額１億３３７万３千円、実質収支額９,１９７万８千円の

黒字、単年度収支の額は１,５１５万３千円の赤字となっている。（１）歳入。一般会計の当

該年度歳入決算状況及び歳入決算額の構成比を前年度対比で示すと下の表のとおりになっ

ております。収入済額５８億４,８２０万３千円は、予算現額７４億５,５１４万４千円に対

して１６億６９４万１千円の減で、予算現額に対する収入率は７８．４％、調定額に対す

る収入率は９９．８％となっている。不納欠損額は１８万７千円で、主なものは町税であ

る。収入未済額は９９３万６千円で、調定額に対する比率は０．２％である。町税８６８

万８千円、使用料及び手数料の町営住宅使用料１２１万２千円が主なものである。これを

前年度と比べると、収入済額は２億１,４６２万６千円の増、不納欠損額は３８万８千円の

減、収入未済額は７５万１千円の増となっている。なお、歳入決算額の構成比は、繰入金、

町債の減となり、国庫支出金の増となっている。町税の決算状況は上表のとおりでござい

ますが、町民税３２４万６千円をはじめ、町税の全科目の収入済額は予算現額を上回り、

総額対比では６８８万８千円増となっている。収入済額の主なものは、町民税、固定資産

税であり、総額を前年度比較すると、４,０３２万６千円の増となっている。不納欠損額は、

町民税４件、固定資産税３件で合計１８万７千円である。前年度比較で、町民税２３万２

千円の減、固定資産税１５万３千円の減で、総額３８万５千円の減となる。また、収入未

済額は町民税延べ１５８件、固定資産税延べ９７件、軽自動車税延べ９件で合計８６８万

８千円となり、前年度比較４４万１千円の増となっている。町税収納率は景気の低迷や生

活困窮者の増加等厳しい状況の中、前年度比較０．２％上昇の９７．９％で高い水準を保

っている。今後とも、総合的な滞納整理対策の強化や町民の納税意識の向上を図りながら、

公平な納税負担に努められたい。次に１０ページに行きまして歳出でございます。支出済

額は５７億４,４８３万円で、予算現額７４億５,５１４万４千円に対し、執行率７７．１％

となっている。これを前年度と比べると、支出済額は２億５,１７２万２千円、不用額は５

２０万１千円とそれぞれ増となっている。翌年度繰越額は１６億３,８２１万９千円で、表

記のとおり７事業分となっております。また次のア、議会費から１７ページのサ、予備費
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につきましては省略をさせて頂き、大きな３番目の特別会計の方に移って参ります。１８

ページをご覧下さい。特別会計ですが、（１）介護保険事業特別会計。歳入決算額は４億１,

４０１万９千円、歳出決算額は４億６３２万９千円、形式収支、実質収支とも７６９万円

の黒字である。収入済額は、予算現額を５０６万３千円上回り、調定額に対する収入率は

９９．８％である。また、収入未済額は８４万６千円で１８件、対調定比０．２％となっ

ている。なお、前年度比較で、収入済額は２,５３３万６千円の増であり、主として介護給

付費負担金及び交付金の増である。収入未済額は１千円の増であり、介護保険料の現年分

収納率は９９．８％と高い率を維持している。支出済額４億６３２万９千円は、前年度比

較２,７４７万１千円の増で、主として施設介護サービス給付費の増加によるものである。

不用額２６２万７千円は、前年度比較で２９９万４千円減少し、主として保険給付費２１

７万８千円である。次に（２）国民健康保険事業特別会計。歳入決算額は７億１,３００万

４千円、歳出決算額は６億９,８８５万４千円、形式収支、実質収支ともに１,４１５万円の

黒字である。収入済額は、予算現額を３０２万７千円上回り、調定額に対する収入率は９

８．０％である。また、不納欠損額は７２万９千円で、その内保険税は７２万７千円であ

る。対調定比０．１％、対前年比は３７．５％の増となっている。収入未済額は１,４１２

万６千円で 216 件、対調定比１．９％、対前年比は５．９％増加している。保険税収納率

は９３．５％で高い率を維持しております。なお、収入済額は６,７５１万４千円の減で、

保険税は３,３７４万８千円の増となっているが、国庫支出金、繰入金の減少によるもので

ある。支出済額６億９,８８５万４千円は、前年度比較で８,０５２万６千円の減であり、主

として、保険給付費の減少によるものである。不用額は１,１１２万３千円で、前年度より

１,０５２万４千円増加し、主として保険給付費１,０６５万円である。次に（３）老人保健

特別事業。歳入決算額は５９６万７千円、歳出決算額は４８１万６千円で、形式収支、実

質収支ともに１１５万１千円の黒字である。収入済額は、予算現額を４３万円上回り、調

定額に対する収入率は１００％である。不納欠損額、収入未済額は前年度と同じく０円で

ある。また、支出済額４８１万６千円であり、前年度比較で、収入済額７,１１９万９千円

の減、支出済額６,９２４万３千円の減は、後期高齢者医療制度への移行によるものでござ

います。次（４）後期高齢者医療特別会計。歳入決算額は４,７８０万５千円、歳出決算額

は４,７６３万３千円で、形式収支、実質収支ともに１７万２千円の黒字である。収入済額

は、予算現額を１３万１千円上回り、調定額に対する収入率は９９．６％であり、不納欠

損額は０円である。また、収入未済額は２１万円で２件、対調定比０．４％増加している。

なお、収入済額は１３１万４千円の増で、主なものは、保険料、繰入金の増加によるもの

であります。支出済額４,７６３万３千円は、前年度比較で２３１万３千円の増であり、主

として、システム改修業務委託料、後期高齢者医療広域連合納付金の増加によるものであ

る。不用額は４万１千円で、前年度より３万４千円増加し、主として後期高齢者医療広域

連合納付金である。次に（５）簡易水道事業特別会計。歳入決算額は８,７８１万３千円、

歳出決算額は８,１７１万１千円、形式収支、実質収支ともに６１０万２千円の黒字である。
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収入済額は、予算現額を１７９万９千円上回り、調定額に対する収入率は９９．５％であ

り、不納欠損額は０円である。また、収入未済額は４３万５千円で２９件、対調定比０．

５％となっている。なお、前年度比較で、収入済額は４８９万６千円の増で、主なものは、

繰入金の増加によるものである。収入未済額は使用料及び手数料で６万２千円の減である。

支出済額８,１７１万１千円は、前年度比較３６６万５千円の増であり、主として、施設整

備事業及び公債費の増加によるものである。不用額は４３０万３千円で、前年度より９３

万２千円増加し、主なものは機器修繕料である。次（６）農業集落排水事業特別会計に移

って参ります。歳入決算額は１億３,５３５万９千円、歳出決算額は１億２,９４２万円、形

式収支、実質収支とも４９３万９千円の黒字である。収入済額は、予算現額を２０１万７

千円上回り、調定額に対する収入率は９９．７％であり、不納欠損額は０円である。収入

未済額は４１万６千円で２２件、前年度比較では使用料及び手数料で１２万円の減である。

収入済額は１３２万３千円の減で、主なものは、繰入金の減少によるものである。支出済

額１億２,９４２万円は、前年度比較３２９万８千円の減で、町単独工事請負費の増加はあ

るが、公債費の減少によるものである。不用額は２９２万２千円で、前年度より１１９万

５千円増加し、主なものは、機器修繕料である。次（７）焼酎事業特別会計。歳入決算額

は９７５６万円、歳出決算額は９,３５７万３千円、形式収支、実質収支ともに３９８万７

千円の黒字である。 

収入済額は、予算現額を１０２万９千円上回り、調定額に対する収入率は１００％である。

また、不納欠損額と収入未済額は０円である。前年度比較では、収入済額１,４２２万円の

減は、主として、焼酎売払収入の減少によるものである。支出済額９,３５７万３千円は、

前年度比較１,４９６万７千円の減で、主なものは製造費の消耗品費、印刷製本費、加工用

原料費、酒税の減少である。不用額は２９５万８千円で、前年度より９万９千円増加し、

主なものは、総務費の賃金３４万９千円、報償費３８万２千円、役務費６３万８千円、製

造費の需用費４２万９千円でございます。次に４．基金の運用状況。審査に付された平成

２１年度の基金の運用状況を示す書類の計数は、関係帳簿等と照合の結果、誤りのないも

のと認められ、また、基金の運用状況は妥当であると認められた。５．財産に関する調書。

（１）公有財産については、下の表に減少しております。要因につきましては、売却や取

り壊しによるものでございます。（２）物品。車輌は、道路パトロール車の売却により、１

台減の３３台でございます。（３）債権。出資金の異動はございません。（４）基金でござ

いますが、決算年度中、合計で３億３,３８５万９８６６円増加している。基金は３億３,２

８９万４,９７３円増加しているが、内訳は、国の地域活性化・生活対策臨時交付金により

積立てたふるさと事業基金等の支消４,０５３万３,２７０円、新規積立３億７,３４２万８,

２４３円となっている。次に第３ 審査意見に移ります。我が国の経済は、平成２０年度

秋の世界的な金融危機以降、内需の停滞や雇用情勢の悪化など厳しい経済状況が続いてお

り、国・地方とも税収減が財政を圧迫している。しかし、景気回復には財政面からの下支

えが必要として、国は平成２１年度も前年度に引き続き緊急経済対策として大型の補正予
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算が編成された。また、政権交代後初の平成２２年度政府予算は過去最大の予算規模とな

り、「コンクリートから人へ」の理念のもと、子ども手当、高校授業料の無償化、農家の戸

別所得補償など、家計重視の政策を力点に予算編成され、地方自治体への配慮としては、

地方交付税を３年連続で上積みするなどの措置がとられている。そのような中、本町にお

いては、特に地域経済が低迷している現状をふまえ、平成２０年度も積極的に国の経済対

策関連予算を活用し町内事業者への事業発注や全町民への地域振興券交付事業を実施して

いるが、平成２１年度においても国の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業等の高

率の交付金を活用し、緑清荘・福祉センターの改築、麦乾燥調製貯蔵施設の増設、光ファ

イバー、公共施設耐震補強等の大型事業や、町内事業者向け工事・修繕事業等の発注、ま

た、昨年に引き続き地域振興券発行事業も実施されている。平成２１年度の経済対策関連

事業費は、全体で約３１億円、うち１６億円を平成２２年度に繰り越して執行しており、

これら積極的な事業展開について評価するとともに、今後は施設の有効活用と管理経費等

の節減に一層努力されるよう望むものである。なお、昨今の町内的な現況としては、高温

障害等による農作物作況への影響や給与所得者の減収、また、商業においては人口減少や

購買力の町外流出、景気悪化による買い控えなど、依然として厳しい状況が続いている。

また、本町は、健全化判断比率並びに他の財政指標においても、引き続き健全財政が維持

されていると判断するが、今後、国税減収や国の財政状況から主要な財源である地方交付

税への影響も懸念され、今後とも長期的な展望にたった計画的な財政運営が求められる。

このようなことから、自主財源である町税・使用料等の収入未済額の縮減になお一層努め

られるとともに、限られた財源を有効に効果的に活用するため、事務事業の費用対効果の

分析を行うなど選択と重点化を図り、少子高齢化、人口減少など町民と行政が課題を共有

し、時代の変化に対応するまちづくりを推進されるよう、更なる努力を要望するものであ

る。なお、今後における懸案事項実現のため、次の事項について特段の配慮を望むもので

ある。１．町税、国民健康保険税、介護保険料、使用料等の徴収について。本町は税・使

用料等の徴収率向上のため、庁内に「税等収納向上推進連絡会議」を設置し、徴収体制の

連携・強化と職員の努力により、他町村に比べて極めて高い徴収率を維持しているが、し

かし依然として厳しい雇用状況等が続き、税・使用料とも収入未済額が増加の傾向にある。

収入未済額の縮減、解消は、自主財源の確保と負担の公平性を保つ意味からも極めて重要

であり、滞納を未然に防止するなど、早期の収納に引き続き特段の取り組みを望むもので

ある。また、税の信頼性の観点からも、徴収漏れ、誤賦課など、事務的な確認作業につい

ても遺憾のないよう今後とも徹底されたい。２．使用料等の不納欠損処理について。町税、

国民健康保険税については、地方税法に基づき徴収が不可能なものについては不納欠損処

分が行われており、また介護保険料・後期高齢者医療保険料についても地方税法の例によ

り処分が可能である。なお、下水道使用料については地方自治法の規定により処分ができ

るが、水道・公営住宅使用料については民法が適用されることから処分を行うには、時効

の援用を受けるか、権利放棄の議決が必要と解される。ついては、今後、使用料について



9 
 

も債務者の死亡や居所不明等により徴収が不可能なる事例が想定されることから、円滑な

事務執行のため、個別条例への権利放棄の条文規定や債権管理条例制定等について検討さ

れたい。３．町補助金の執行管理について。町補助金については補助金等交付規則に基づ

き、法令・条例等に適合し、かつ地域振興及び公共の福祉向上に寄与する等公益上必要が

あると認めるときは、その経費の一部を補助するものとし、必要があると認めたときは申

請に係る事項に条件を付すことができる。また、事業の遂行については、補助事業の円滑

な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して遂行状況の報告を求

め、または調査させることができるよう規定されている。ついては、特に特認事業など公

益性が高い事業費補助や継続義務がある交付金事業については、運営状況の確認など十分

連携・協調し、事業の成果が高まるよう特段の配慮を望むものである。以上、平成２１年

度清里町決算審査意見報告をさせて頂きました。 

 

○委員長 

 決算審査意見に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。 

 ここで、町長より挨拶がございます。 

 

○町長 

 決算審査特別委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。この度、審査

をお願いします、平成２１年度会計は一般会計と７つの特別会計を合わせますと、歳出総

額で７２億７００万円となります。特にこの２１年度は、国の景気浮揚策によります経済

対策関連の事業として、麦乾施設の増設工事をはじめ、緑清荘、町民会館の改修等の各事

業についても、繰越明許事業として実施することが出来ました。この他前年から２ヵ年事

業で実施しておりました最終処分場の増設工事をはじめ、公営住宅の建設、トレーニング

センターの改修補強工事、道路網の整備など町の各種の事業も無事計画どおり実施するこ

とが出来ました。また、監査委員さんにおかれましては、８月２０日から９月２日までの

間、猛暑中での長期間に渡りまして、一般会計と７つの特別会計、歳入歳出決算の監査を

実施して頂きました。監査委員さんのご労苦に心より感謝を申し上げる次第であります。

さて、政権の交代が行われまして、国、道をはじめ市町村を取巻く環境は大きく変化して

参りました。このような中におりまして、本町ではお陰様で堅実な財政運営の基に、会計

年度を終結することが出来ました。また、予定されておりました諸般の事業も全て順調に

執行することが出来ました。これひとえに議員各位のご支援、ご指導の賜物でありまして、

心から感謝とお礼を申し上げます。これから、いよいよ審議に入る訳でありますが、議員
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各位におかれましては、どうかよろしく審議を賜りますようお願いを申し上げまして、挨

拶とさせて頂きます。 

 

○委員長 

 ここで、監査委員は退席します。ご苦労様でした。 

 

○委員長 

 各会計の決算内容について、説明を求めます。はじめに一般会計の決算内容について説

明願います。総務課長。 

 

○総務課長 

平成２１年度各会計の決算審査にあたり、各決算内容についてご説明申し上げます。説

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

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

しては、特別会計の最後に合冊いたしております。財産に関する調書につきましては、各

会計決算書の最後に編纂いたしております。また、清里町各会計歳入歳出決算説明書、主

要な施策の成果を説明する書類を、合わせて提出いたしております。なお、詳細にわたる

決算審査意見報告が代表監査より行われており、多くの部分が重複することから、出来う

る限り要点のみの説明とさせて頂きます。それでは、会計別決算の総括並びに一般会計決

算についてご説明申し上げますので、平成２１年度清里町各会計歳入歳出決算説明書、主

要な施策の成果を説明する書類の１ページをお開きください。平成２１年度会計別決算総

括表を初めにご説明致します。合計欄で申し上げます。一般会計から焼酎事業特別会計ま

で８会計の総額は、歳入が予算額８９億４,２１７万５千円に対し、決算額は７３億４,８７

３万円で、執行率は８２．１８％となっております。歳出につきましては、同じく予算額

８９億４,２１７万５千円に対し、決算額は７２億７１６万６千円、執行率は８０．６０％

となっております。なお、歳入歳出差引残高は、１億４,１５６万４千円となっております。

昨年度の決算額と比較しますと、平成２０年度は歳入が７２億５,６８１万４千円、歳出が

７０億９,００２万９千円であり、歳入は約９千万円の増、歳出は約１億２千万円の増とな

っていますが、その要因は国の経済対策に伴う事業費の増が主な要因となっております。

また、歳入歳出における予算額と決算額の大幅な乖離は、国の経済対策に伴う大型投資事

業の繰越によるものとなっております。会計別では前年度決算額との比較においては、歳

出ベースで一般会計が約２億５千万円の増となっているほか、介護会計が約３千万円の増、

国保会計が約８千万円の減、老人保健会計が約７千万円の減、後期高齢者医療特別会計、

簡易水道会計及び農業集落排水会計はほぼ同額、焼酎会計は約１,５００万円減の決算とな

っております。続いて、一般会計決算の状況についてご説明いたしますので、２ページを

お開きください。平成２１年度の歳入総額は５８億４,８２０万３千円、歳出総額は５７億
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４,４８３万円、歳入歳出差引額は１億３３７万３千円となっており、翌年度へ繰越すべき

財源は繰越明許費の１,１３９万５千円、実質収支額は９,１９７万８千円となっております。

実質収支額の内容は、歳入の増に伴うものが１,９８８万３千円、歳出の不用額に伴うもの

が７,２０９万５千円となっております。なお、単年度収支額につきましては１,５１５万３

千円の赤字となっております。又、平成２０年度との比較は、記載のとおりとなっており

ますのでご参照下さい。続いて３ページをご覧ください。款別決算額調べの歳入について

ご説明いたします。一番下の合計欄で説明いたします。予算現額７４億５,５１４万４千円

に対し、調定額は５８億５,８３２万６千円、収入済額は５８億４,８２０万３千円であり、

不納欠損額は１８万７千円、収入未済額は９９３万６千円、前年度との比較では不納欠損

は減、収入未済額は増となっております。不納欠損につきましては、町税が１８万６千円

ですが、その内、町民税が９万５千円、固定資産税が９万１千円となっています。また、

使用料及び手数料が１千円となっており、内容は税務の督促手数料です。収入未済額につ

きましては、町税が８６８万８千円となっており、その内、町民税が４８２万９千円、固

定資産税が３７９万６千円、軽自動車税が６万１千円となっています。詳細につきまして

は後ほど、歳入の税のなかでご説明申し上げます。使用料及び手数料の１２４万８千円は、

使用料が１２１万２千円となっており全て町営住宅使用料となっています。また、手数料

３万５千円は税の督促手数料３万１千円及び町営住宅の督促手数料４千円となっておりま

す。予算現額に対する増減額は、１６億６９４万１千円の減であり、収入割合は予算現額

に対して７８．４％、調定額に対して９９．８％となっております。なお、科目別の歳入

割合につきましては、地方交付税が４２．０％と最も高く、次いで緊急経済対策に伴う国

庫支出金が２４．３％、諸収入が８．１％、町債が７．４％となっております。続いて４

ページをお開きください。歳出の款別決算額調べですが、合計欄で説明申し上げます。予

算現額７４億５,５１４万４千円に対し、支出済額５７億４,４８３万円、翌年度繰越額は１

６億３,８２１万９千円であり、不用額は７,２０９万５千円となっております。執行割合は

予算額に対して７７．１％となっております。翌年度繰越額の内訳は、総務費においては

地域情報通信基盤整備事業はじめ４事業で６億４,４１万１千円、民生費においては子ども

手当てシステム導入委託事業３１５万円、農林水産業費においては農山漁村活性化支援プ

ロジェクト交付金事業及び同事業補助を合わせ９億９,４６５万８千円となっております。

なお、歳出全体に対する各科目の割合は、平成２０年度より職員人件費を総務費に集約し

たことや国経済対策事業の執行により総務費が２９．４％と一番高く、次いで農山漁村活

性化支援プロジェクト交付金事業により農林水産業費が１７．７％、更に公債費が１７．

６％となっております。各科目の不用額の主な内容つきましては、総務費にありましては

職員給与費の職員手当等、一般管理費の旅費、需用費及び役務費、財産管理費の需用費と

備品購入費、地域振興対策費の負担金補助及び交付金、民生費では各種扶助や給付・補助・

支援事業の実績清算に係る負担金補助及び交付金及び委託料となっています。衛生費にお

きましては、保健福祉センター費の需用費、農林水産業費、商工費、土木費及び消防費に
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おきましては特にありません。教育費につきましては、各施設管理費関係の需用費、委託

料などが主な内容となっております。続いて、５ページ、６ページにつきましては、歳入

歳出の附表として、款の科目別に決算額の比率の高い順にグラフで表したものでありご参

照ください。７ページをご覧ください。歳入の性質別財源構成比較表について説明いたし

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

る特定財源と自主財源に分類をいたしております。 

まず、２１年度決算額５８億４,８２０万３千円の内、依存財源は４６億８６９万４千円で

構成比７８．８％、自主財源は１２億３,９５０万９千円で２１．２％となっております。

また、特定財源につきましては１７億４０万８千円で構成比２９．１％、一般財源は４１

億４,７７９万５千円で７０．９％となっております。平成２０年度と比較いたしますと、

依存財源で６億８,４３０万７千円の増、自主財源で４億６,９６８万１千円の減、合計２億

１,４６２万６千円の増となっております。依存財源にあっては、景気低迷による自動車販

売台数の減の影響により自動車取得税交付金が８１０万５千円の減、地方交付税は全体と

しては２,８９０万５千円の微増、特別交付税は７１５万３千円の増となっております。国

庫支出金は国の緊急経済対策に伴う各種大型投資事業及び地域経済・雇用対策事業により

９億７,３８５万２千円の大幅な増、町債は国営畑総事業繰上償還事業の完済により３億１,

１００万円の減となっております。自主財源におきましては、町税は農業所得の戻りと地

域経済対策もあいまって、景気後退の中にありましたが約４千万円増の４億１,８５４万８

千円となっております。繰入金は、主に町負担分の国営畑総繰上償還に伴う減債基金から

の繰入措置が昨年度完了したことから ５億４,８３５万９千円の減となり、経済対策に伴

う繰越基金及びふるさと寄附金を除けば、実質的には繰入れなしの決算となっております。

続いて８ページ、歳出の性質別財源構成比較表をご覧ください。歳出につきましては、消

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

に区分いたしております。合計欄で説明いたします。平成２１年度決算額は５７億４,４８

３万円であり、決算時における財源の内訳は特定財源が１７億４０万８千円で構成比は２

９．６％、一般財源は４０億４,４４２万２千円で７０．４％となっています。また、経常

的な一般財源は２４億９,０６４万２千円で、経常収支比率は８０．１％となっております。

なお、昨年度は８５．３％であり５．２％の減となっております。また、投資的経費の決

算合計額は、１２億１,０２５万５千円で、昨年度と比較すると３億９,２２６万円の減とな

っていますが、昨年度の決算数値には国営畑総繰上償還事業が含まれており、これを除く

と実質的には約６億７,５００万円の増となっております。続いて、９ページをご覧くださ

い。本表は消費的経費のうち人件費と物件費について款別に区分したものですが、人件費

は７億７,３４９万円で前年度比１千２０万５千円の減となっております。物件費は９億２,

４３万８千円で前年度比５,２７５万４千円の増となっており、経済対策に伴う大型投資事

業の調査設計にかかる委託料が主な増の要因となっております。１０ページをご覧くださ

い。本表は債務負担行為の総括表となっており、年度区分の前年度末は平成２０年度末、
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決算年度は平成２１年度、翌年年度以降は平成２２年度以降となっております。決算年度

である平成２１年度中における債務負担は、１０ページの基幹税システム改修事業を始め、

全部で２７件、総額３,３８７万９千円となっております。２１年度中における新たな債務

負担行為は、農業経営基盤強化資金利子助成事業（その１５）以下の２件であり、同年中

の終了は３件となっております。また、平成２２年度以降の債務負担つきましては２４件

で、総額３億１,７４５万３千円となっております。１２ページをご覧ください。地方債の

現在高調についてご説明いたします。合計欄でご説明いたします。平成２０年度末の現在

高が９２億３,６６７万１千円、平成２１年度中における発行額は４億３,４００万円であり、

当該年度における償還額は元利合わせまして１０億８８５万１千円となっています。従っ

て、平成２１年度末の現在高は８８億２,１９３万１千円となり、２０年度末と比較し４億

１,４７４万円の減となっています。なお、普通交付税の算入による財政措置は５億３,５０

１万２千円となります。以下、１３ページから７５ページまでは主要施策の成果、７６ペ

ージから８５ページまでは決算不用額の主な内容、８７ページは各施設の経常収支状況と

なっておりますが説明は省略させていただきます。それでは、別冊の一般会計決算書の７

１ページをご覧下さい。実質収支に関する調書となっておりますが、３の歳入歳出差引額

は１億３３７万３千円となっており、４の翌年度へ繰越すべき財源は繰越明許費繰越額が

１,１３９万５千円となっており、実質収支額は９,１９７万８千円の黒字なっております。

なお、繰越明許費につきましては役場総合庁舎耐震補強工事以下５事業に係る一般財源の

繰越によるものです。続いて、財産に関する調書の説明を行いますので、次のページの更

に１枚後の１ページをご覧ください。まず初めに、１の公有財産の土地及び建物について

合計欄でご説明申し上げます。土地につきましては、２１年度中の増減は２万７,１７１．

５６平方メートルの減であり、年度末の現在高は９４８万９,１４５．７１平方メートルと

なっております。なお、主な減の要因は法定外用地の売払い措置によるものです。また、

建物につきましては木造が８４．１８平方メートルの減、非木造が４１８．７６平方メー

トルの減となり、年度末の現在高が８万６,２４５．７０平方メートルとなっておりますが、

主な内容は木造においては消防施設の減、非木造においては公営住宅、及び消防施設の建

設による増と福祉センター取り壊しによる減となっております。なお、次の２ページから

４ページにわたり、行政財産と普通財産に区分し年度中の増減及び決算年度末現在高を記

載いたしておりますのでご参照下さい。５ページをご覧ください。（２）の物件及び（３）

の有価証券については移動及び増減が生じておりません。（４）の出資による権利につきま

しては、北海道土地改良団体出資金の返還に伴い５万円の減となっております。６ページ

をご覧下さい。２の物品につきましては、決算年度中に道路パトロール車の売り払いを行

っており、決算年度末におきましては ３３台の所有となっております。３の債権につき

ましては、増減はありません。４の基金につきましては、山林及び奨学資金貸付金、町民

海外派遣研修事業貸付基金については増減が生じておりませんが、基金につきましては３

億３,２８９万４,９７３円の増となっております。なお、北海道備荒資金につきましては配
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当積み立てによる９６万４千８９３円の増となっており、合計では３億３,３８５万９,８６

６円の増で、合計額は２９億２２３万２,７４３円となっております。次の７ページ、８ペ

ージにつきましては、教育委員会生涯教育課長よりご説明申し上げます。 

 

○委員長 

 生涯教育課長。 

 

○生涯教育課長 

 基金の運用状況につきまして、７ページと８ページでご説明申し上げます。７ページを

お開き願います。清里町奨学資金貸付基金運用状況につきまして説明申し上げます。この

基金は、地方自治法第２４１条の規定に基づく資料として、議会に提出するものでござい

ます。基金の総額は、決算年度末現在４,５００万円で年度中の増減はございません。貸付

額は１億３,５８１万５千円で決算年度中の貸付９名２２２万円の増となっております。償

還額は１億１,３６７万１,５００円で決算年度中の償還者は５６人、６１０万９千円の増と

なっております。現在高は２,２８５万６,５００円となっております。続きまして９ページ

をお開き願います。清里町町民海外派遣研修事業資金貸付基金運用状況についてご説明申

し上げます。基金の総額は決算年度末現在９００万円で決算年度中の増減はございません。

基金につきましては、備考欄に記載のとおり４団体より資金造成されたものでございます。

貸付額につきましては、２,７５４万８千円で決算年度中の貸付はございませんでした。償

還額につきましては、２,７３５万９千円で決算年度中５万４千円の増となっております。

現在高は８８１万１千円となっております。以上、２つの基金についての運用状況につい

ての説明を終わります。 

 

○委員長 

 次に、介護保険事業特別会計の説明を願います。保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

平成２１年度清里町介護保険事業特別会計の決算状況について、特別会計歳入歳出決算

書と各会計歳入歳出決算説明書によりご説明いたします。はじめに、各会計歳入歳出決算

説明書の中程、薄茶色の仕切りから介護保険事業特別会計となります。１ページをお開き

ください。第１表款別決算額調について説明いたします。歳入の決算額について、合計額

で説明します。予算現額が４億８９５万６千円に対しまして、調定額は４億１,４８６万５

千円、収入済額は４億１,４０１万９千円、未収入額は８４万６千円となっております。未

収入額の内訳につきましては、介護保険料が８４万２千円、督促手数料が４千円となって

おります。予算現額に対する増減額は５０６万３千円の増であり、内訳は国庫支出金が２

２６万９千円、道支出金が２３６万５千円となっております。収入割合は、予算現額に対
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しまして１０１．２％であり調定額に対しては９９．８％となっております。次に歳出に

ついてでありますが、予算現額が４億８９５万６千円、支出済額が４億６３２万９千円、

不用額については２６２万７千円であり、主たる要因については保険給付費２１７万８千

円であります。支出割合は、予算現額に対しまして９９．４％であります。２ページをお

開き下さい。第１表の附表につきましては、只今説明いたしました款別決算額調をグラフ

化したもので、説明は省略させて頂きます。次に３ページの第２表性質別経費分析表につ

いては、負担金補助及び交付金の合計額が３億９７２１万円と、全体の９７．８％を占め

ております。４ページをお開きください。第２表の附表は、第２表で説明しました経費、

各款の中で節の経費区分でありますので説明は省略させて頂きます。次に別冊の特別会計

歳入歳出決算書の介護保険事業特別会計の８ページをお開きください。実質収支に関する

調書により説明いたします。歳入総額は４億１,４０１万９千円であり、歳出総額は４億６

３２万９千円であります。歳入歳出差引額及び実質収支額は７６９万円となっております。

次に９ページの財産に関する調書の基金については、介護従事者処遇改善臨時特別基金と

合わせて前年度末残高が２,３２２万９,０８１円であり、決算年度中の積立額は２１２万２,

３１５円であり、決算年度末の現在高は合計で２,５３５万１,３９６円となっております。

以上で、決算書の説明を終わります。 

 

○委員長 

 次に、国民健康保険特別会計の説明を願います。町民課長。 

 

○町民課長 

平成２１年度国民健康保険事業特別会計決算状況についてご説明申し上げます。最初に、

清里町各会計歳入歳出決算説明書の黄色の仕切１ページ、第１表款別決算額調についてご

説明申し上げます。初めに、歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。 

予算現額７億９９７万７千円に対しまして、調定額７億２,７８５万９千千円、収入済額７,

１３０万４千円、不納欠損額７２万９千円。未収入額は１,４１２万６千円となっておりま

す。不納欠損額の内訳といたしまして、国民健康保険税が７２万７千円、督促手数料が２

千円となっております。また、未収入額の内訳は、国民健康保険税が現年課税分２７８万

４千円、滞納繰越分１,１３１万９千円合わせて１,４１０万３千円、督促手数料が２万３千

円となっております。予算現額に対する増減額は３０２万７千円の増となっており、収入

割合は、予算現額に対し１００．４％、調定額に対し９８．０％となっております。次に、

歳出についても合計額でご説明申し上げます。予算現額７億９９７万７千円に対し、支出

済額６億９,８８５万４千円、不用額１,１１２万３千円となっております。予算現額に対す

る執行割合は９８．４％となっております。次の２ページは、第１表の附表であり、只今

説明いたしました款別決算額調を棒グラフにしたもので、説明は省略させて頂きます。３

ページの第２表は、歳出の款の性質別経費の分析表であり、中程の列にございます負担金
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補助及び交付金が６億８,９８２万７千円と、全体の９８．７％を占めております。次の４

ページの各款の中で節の経費の調は、第２表の附表であり、説明を省略させて頂きます。

５ページの決算不用額の主な内容につきましては、記載のとおりであり、説明を省略させ

て頂きます。続きまして、実質収支に関する調書及び財産に関する調書についてご説明申

し上げますので、別冊の黄色の仕切、清里町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書の

１２ページをお開きください。実質収支に関する調書についてご説明申し上げます。歳入

総額は７億１,３００万４千円、歳出総額は６億９,８８５万４千円となっており、歳入歳出

差引額並びに実質収支額はともに１,４１５万円となります。次、１３ページをお開きくだ

さい。財産に関する調書についてご説明いたします。国民健康保険事業基金につきまして

は、平成２０年度末の現在高が３,５００万円、決算年度中の増減高は４万４,４４３円の増

であり、平成２１年度末の現在高は３,５００万４,４４３円となっております。以上で説明

を終わります。 

 

○委員長 

次に、老人保健特別会計の説明を願います。町民課長。 

 

○町民課長 

 続きまして、平成２１年度老人保健特別会計決算状況についてご説明申し上げます。最

初に、清里町各会計歳入歳出決算説明書のオレンジ色の仕切１ページ、第１表款別決算額

調についてご説明申し上げます。歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。

予算現額５５３万７千円に対し、調定額、収入済額は同じく５９６万７千円、不納欠損額

及び未収入額はございません。予算現額に対する増減額は４３万円の増となっております。

収入割合は、予算現額に対しまして１０７．８％、調定額に対しまして１００％となって

おります。次に歳出についても合計額でご説明申し上げます。予算現額５５３万７千円に

対し、支出済額４８１万６千円、不用額７２万１千円となっております。予算現額に対す

る執行割合は８７．０％となっております。２ページは第１表の附表であり、只今説明い

たしました款別決算額調を棒グラフにしたもので、説明は省略させて頂きます。３ページ

の第２表は、款の性質別経費分析表であり、償還金が４３８万９千円、これは医療給付の

分でございますが、これが全体の９１．１％を占めております。４ページの各款の中で節

の経費の調は、第２表の附表であり、説明は省略させて頂きます。続きまして実質収支に

関する調書についてご説明申し上げますので、別冊のオレンジ色の仕切、清里町老人保健

特別会計歳入歳出決算書の最終ページ、３ページをお開きください。実質収支に関する調

書についてご説明いたします。歳入総額は５９６万７千円、歳出総額は４８１万６千円と

なっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額は共に１１５万１千円になります。以上で

説明を終わります。 

 



17 
 

○委員長 

次に、後期高齢者医療特別会計の説明を願います。町民課長。 
 

○町民課長 

 続きまして、平成２１年度後期高齢者医療特別会計決算状況についてご説明申し上げま

す。清里町各会計歳入歳出決算説明書の緑色の仕切１ページ、第１表款別決算額調につい

てご説明申し上げます。初めに、歳入の款別決算額について合計額でご説明申し上げます。

予算現額４,７６７万４千円に対し、調定額４,８０１万５千円、収入済額４,７８０万５千円、

不納欠損額はございません。未収入額２１万円となっております。予算現額に対する増減

額は１３万１千円の増となっており、収入割合は、予算現額に対し１００．３％となって

おります。次に歳出を合計額でご説明申し上げます。予算現額４,７６７万４千円に対し、

支出済額４,７６３万３千円、不用額４万１千円となっております。予算現額に対する執行

割合は９９．９％となっております。次の２ページは、第１表の附表であり、只今説明い

たしました款別決算額調を棒グラフにしたもので、説明は省略させて頂きます。３ページ

の第２表は款の性質別経費分析表であり、負担金補助及び交付金、これは医療給付費の分

でございますが、これが４,５１４万３千円と全体の９４．８％を占めております。次の４

ページは各款の中で節の経費の調は、第２表の附表であり、説明を省略させて頂きます。

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

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の最終ページ、５ページをお開き下さい。実質

収支に関する調書についてご説明致します。歳入総額は４,７８０万５千円、歳出総額は４,

７６３万３千円となっており、歳入歳出差引額及び実質収支額は１７万２千円でございま

す。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 次に、簡易水道事業特別会計の説明を願います。建設課長。 

 

○建設課長 

平成２１年度簡易水道事業特別会計の決算状況につきましてご説明申し上げます。清里

町各会計歳入歳出決算説明書、水色の仕切りの１ページをご覧ください。第１表款別決算

額調についてご説明いたします。初めに、歳入の款別決算額について合計額によりご説明

申し上げます。予算現額８,６０１万４千円に対し、調定額８,８２４万８千円、収入済額８,

７８１万３千円、不納欠損額はございません。未収入額は４３万５千円となっており、未

収入額の内訳は、水道使用料の現年度分が２３万９,７７０円、滞納繰越分が１８万６,３１

０円、督促手数料が８,８００円となっております。予算現額に対する増減額は１７９万９

千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し１０２．１％、調定額に対して９９．

５％となっております。続きまして、歳出の款別決算額についてご説明申し上げます。予
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算現額８,６０１万４千円に対し、支出済額８,１７１万１千円、不要額４３０万３千円とな

っております。予算現額に対する執行割合は９５．０％であります。不要額の主な内容に

つきましては、９ページに記載されていますので、説明は省略させて頂きます。２ページ

をお開きください。第１表の附表であり、只今説明いたしました款別決算額調をグラフに

したものであり、説明は省略させて頂きます。３ページをご覧ください。第２表は歳出に

おける款の性質別経費分析表であり、主な経費として、人件費が１,６０７万９千円で全体

の１９．７％。事業費が１,９２１万５千円で全体の２３．５％。公債費が３,３３４万８千

円で全体の４０．８％なっております。４ページをお開きください。第２表の附表であり、

各款の中における節の経費の調であり、説明は省略させて頂きます。５ページをご覧くだ

さい。債務負担行為調べであり、決算年度債務負担行為はございません。６ページをお開

きください。第３表は地方債現在高調であり、合計欄でご説明いたします。区分は、簡易

水道債と過疎債であり、平成２０年度末の現在高が３億３,５１７万１千円。平成２１年度

中における発行額はございません。平成２１年度の償還額は、元利合せまして３,３３４万

８千円であり、平成２１年度末、現在高は３億８３９万８千円となっております。普通交

付税に参入された額は１,７４０万９千円であります。７ページから８ページまでの主要施

策の成果、並びに９ページの決算不要額につきましては、説明を省略させて頂きます。続

きまして、平成２１年度清里町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の６ページ実質収支

に関する調書をお開きください。歳入総額は８,７８１万３千円、歳出総額８,１７１万１千

円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに、６１０万２千円となってい

ます。７ページをご覧ください。財産に関する調書についてご説明申し上げます。１の公

有財産における土地及び建物並びに物権、２の物品につきましては、決算年度中の増減は

ございません。３の基金につきましては、前年度平成２０年度末の現在高は５,１０７万７,

０４８円であり、決算年度中の増減高は８１３万６千円の減となっております。決算年度

末現在高は４,２９４万１,０４８円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

次に、農業集落排水事業特別会計の説明を願います。建設課長。 

 

○建設課長 

平成２１年度農業集落排水事業特別会計の決算状況につきましてご説明申し上げます。

各会計歳入歳出決算説明書、紫色の仕切りの１ページをご覧ください。第１表款別決算額

調についてご説明いたします。初めに、歳入の款別決算額について合計額によりご説明申

し上げます。予算現額１億３,２３４万２千円に対し、調定額１億３,４７７万５千円、収入

済額１億３,４３５万９千円となっており、不納欠損額はございません。未収入額は４１万

６千円となっており、未収入額の内訳は、下水道使用料の現年度分が２１万５２００円、

滞納繰越分が１９万２,２００円、督促手数料が８,３５０円となっております。予算現額に
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対する増減額は、２０１万７千円の増となっており、収入割合は予算現額に対し１０１．

５％、調定額に対して９９．７％なっております。続きまして、歳出の款別決算額につい

て、ご説明申し上げます。予算現額１億３,２３４万２千円に対し、支出済額１億２,９４２

万円、不要額２９２万２千円となっております。予算現額に対する執行割合は９７．８％

であります。不要額の主な内容につきましては、７ページに記載されておりますので、説

明は省略させて頂きます。２ページをお開きください。第１表の附表であり、只今説明い

たしました款別決算額調をグラフにしたものであり、説明は省略させて頂きます。３ペー

ジをご覧ください。第２表は歳出における款の性質別経費分析表であり、公債費が８,９８

２万８千円で、全体の６９．４％となっており、大きなウエイトを占めております。４ペ

ージをお開き下さい。第２表の附表であり、各款の中における節の経費の調であり、説明

は省略させて頂きます。５ページをご覧ください。第３表は地方債現在高調であり、合計

欄でご説明いたします。区分は、簡易水道債と過疎債であり、平成２０年度末の現在高が

９億３１５万４千円、平成２１年度中における発行額はございません。平成２１年度の償

還額は、元利合せまして８,９８２万８千円であり、平成２１年度末、現在高は８億３,５７

８万４千円となっております。普通交付税に参入された額は５,１９１万円であります。６

ページの主要施策の成果並びに７ページの決算不要額につきましては、説明を省略させて

頂きます。続きまして、平成２１年度清里町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書の

５ページ実質収支に関する調書をお開き下さい。歳入総額は１億３,４３５万９千円、歳出

総額１億２,９４２万円となっており、歳入歳出差引額並びに実質収支額はともに４９３万

９千円となっております。６ページをご覧下さい。財産に関する調書についてご説明申し

上げます。１の公有財産における土地及び建物並びに２の物品につきましては、決算年度

中の増減はございません。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 次、焼酎事業特別会計の説明をお願いします。焼酎事業所副所長。 

 

○焼酎事業所副所長 

平成２１年度清里町焼酎事業特別会計決算状況につきましてご説明いたします。決算説

明書によりご説明いたしますのでウグイス色の次、焼酎事業特別会計の１ページ、第１表

款別決算額調をお開きください。歳入からご説明いたします。歳入の予算現額の合計は９,

６５３万１千円であり、調定額合計並びに収入済額合計はいずれも９,７５６万円でありま

す。なお、予算現額に対する増減額の合計１０２万９千円の増は、主に財産収入の増によ

るものであります。予算に対します収入割合は１０１．１％であり、調定額に対しての収

入割合は１００．０％であります。続きまして、歳出をご説明いたします。歳出の予算現

額の合計は９,６５３万１千円であり、支出済額の合計は９,３５７万３千円であります。予

算現額に対します執行割合は合計欄で９６．９％であります。なお、不用額は１款総務費
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で２３７万３千円、２款製造費で５８万５千円、合計で２９５万８千円の不用額となって

おります。２ページをお開きください。２ページは第１表の附表であり、歳入歳出それぞ

れ棒グラフで表示したものであり、説明は省略させて頂きます。３ページをご覧ください。

３ページの第２表性質別経費分析表につきましては、歳出の各款ごとに人件費・物件費・

補助費等を示したものであり、説明は省略させて頂きます。４ページをお開きください。

４ページは第２表の附表で各款の中で節の経費の調べであります。説明は省略させて頂き

ます。５ページは債務負担行為調べであり、瓶洗い用機械借上事業について記載のとおり、

平成１７年度より債務負担行為を行っておりましたが、平成２０年度で終了しております。

６ページの決算不用額の主な内容については説明を省略させて頂きます。続きまして別冊

の決算書、ウグイス色の焼酎事業特別会計歳入歳出決算書によりご説明いたしますので、

５ページをお開きください。５ページの実質収支に関する調書につきましては、歳入総額

が９,７５６万円、歳出総額が９,３５７万３千円であり、歳入歳出差引額並びに実質収支額

は３９８万７千円となっております。６ページをお開きください。６ページの財産に関す

る調書につきましては、決算年度中の増減はなく、決算年度末現在は２台となっておりま

す。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

ここで暫時休憩します。 
休憩中に消防費、清里分署関係の説明を行います。清里消防分署長。 

 
○消防清里分署長 
 平成２１年度斜里地区消防組合清里分署決算状況につきまして、別冊の斜里地区消防組

合清里分署歳入歳出決算書と各会計歳入歳出決算説明書でご説明いたします。最初に各会

計歳入歳出決算説明書の一番後ろ、青色の表紙の仕切りがございますが、ここから斜里地

区消防組合決算になりますので、まず２ページの第１表平成２１年度款別決算額調にてご

説明いたします。歳入の決算額につきましては合計額でご説明申し上げます。予算現額が

１億８,４３６万４千に対しまして、調定額合計及び収入済額の合計はいずれも１億８,１６

９万１千円となっております。予算現額に対する増減額は２６７万３千円の減で、収入割

合は予算現額に対し９８．５％、調定額に対し１００．０％となっております。続きまし

て歳出についてでございますが、予算現額が１億８,４３６万４千に対し、支出済額１億８,
１６９万１千円、不用額が２６７万３千円であり、主なものは清里分署費の需要費４９万

５千円、清里消防団費の旅費８２万３千円が主なものでございます。支出割合は予算現額

に対し９８．５％となっております。次に３ページをお開きください。第２表性質別経費

分析表では左から２列目の清里分署費の合計額が１億２９４万３千円と、全体の５６．６％

を占めております。次に４ページをお開きください。第３表は、只今ご説明申し上げまし

た款別決算書を棒グラフにしたものでございますので、説明は省略させて頂きます。次に
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５ページをお開きください。第６表では、緊急出動等の状況となってございます。１の火

災出動につきましては２件となってございます。また、４の救急出動につきましては、１

３７件であり、傷病者搬送の内訳は下の①の表のとおりとなってございます。次に６ペー

ジをお開きください。消防団員の火災等出動手当て支給状況となってございます。次に７

ページをお開きください。第７表は消防本部費関係の決算書となってございます。８ペー

ジにつきましては、性質別歳入内訳となってございます。次に別冊の特別会計及び斜里地

区消防組合清里分署歳入歳出決算書の一番後ろ、同じく青色のカラー表紙の後ろが斜里地

区消防組合になりますので、まず６ページをお開きください。財産に関する調書の公有財

産についてご説明申し上げます。１の公有財産の土地及び建物について合計欄でご説明申

し上げます。建物につきましては、２１年度中の増減は４４．６４平方メートルの増とな

り、決算年度末現在高で７７９．８０平方メートルとなっておりまして、増の要因は消防

第２車庫の改築によるものでございます。７ページをお開きください。２の物品につきま

しては増減はございません。最後のページをお開きください。水利現況でございますが、

決算年度中の増減はございません。以上で決算書の説明を終わらせて頂きます。 
 
○委員長 

これで、各会計の説明は終わりました。 
お諮りします。本日は、これで散会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
○委員長 
 異議なしと認めます。 
 よって、本日はこれで散会します。なお、明日は午前９時３０分より審査を行います。

ご苦労様でした。 
 

散会 午後 ２時００分 
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平成２１年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第２日目） 
 
平成２２年 ９月１４日（火） 
  開 会    午前 ９時３０分 
    散  会        午後  ２時００分 
 
 

○委員長 
 昨日に引き続き、決算審査特別委員会を開催いたします。それでは、審査を始めます。 
 一般会計の歳出の方から審査を始めたいと思います。 
 １款議会費・１項議会費・１目議会費。１７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 続きまして、２款総務費・１項給与費・１目職員給与費。１７ページから１８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２項総務管理費・１目一般管理費。１８ページから１９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 次、２目財産管理費、３目地籍管理費。１９ページから２１ページ。一括で審査願いま

す。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 次に、４目広報費、５目自治振興費。２１ページ。一括で審査お願いします。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、次、６目交通安全対策費、７目防災対策費。２１ページから２２ペ

ージ。一括で審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 次、８目町有林管理費、２２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 次、９目支所及び出張所費、２２ページから２３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
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 無いようですので、次、１０目札弦センター費、１１目緑センター費。２３ページから

２４ページ。一括で審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 次、１２目顕彰費、１３目報酬等審議会費。２４ページ。一括で審査願います。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、１４目職員福利厚生費、２４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、１５目総合庁舎管理費、１６目福祉センター管理費。２４ページか

ら２５ページ。一括審査お願いします。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 総合庁舎及びバリアフリー化並びにそれに併せてこの議事堂が改修された訳で、大変良

くなったかなというふうに考える訳でありますが、この中で、議事堂をフラットにして、

最終的には多目的に会議に使いたいという提案がなされて、委員会としても議会としても

賛同していたという経過を記憶している訳でありますが、このテーブルは動かすことは可

能なようなのですが、マイクの線と固定されているので、多目的にこの部屋を会議室とし

て使用出来ない環境になっている訳でありますが、当初の計画とは多少説明された部分と

は違うようなニュアンスがある訳ですが、その辺についてどのように考えられているのか

お伺いしたい。 
 
○委員長 
 総務課長。 
 
○総務課長 
 基本的には今、お話があったとおりバリアフリー工事を主体としながら、国の国土交通

省等の補助を入れながら、今回の工事を進めさせて頂いたと、このようにご理解頂きたい

と思います。出来る限り他の用途に使えるような要素、こういったものを配慮しながら、

今委員からご指摘のあったような形の中で、机そのものについては移動が可能の留め置き

で措置をさせて頂いている、そういった形の中で今回は施工させて頂いております。基本

的な目的そのものについては、議事堂については今言ったような、議会を中心とした活動
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という形で、複合的な活動については、そういったことも今後想定されるだろうという形

の中で、最小限のそういった設備的な措置をさせて頂いた、このようにご理解賜りたいと

いうふうに考えてございます。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 非常にこの場所は使いづらいと、こういうことが基本的にあるのかなと率直に捉える訳

ですが、出来ることならば、今全ての議会関係であっても委員会等全て公開で行われてい

る。そういう中では、委員会等もこの場所でやるっていうことが非常に私はむしろ、この

バリアフリー化になってて傍聴席も確保されている中では、是非このマイクのフラット化

を進めながら自由にと言いますか、議会の会議等はここで出来るように、他の町民会館も

出来て素晴らしい会議室がまた２つ出来ますから、会議ばっかり出来る場所が増えていま

すけども、最初の方向の中における有効性の中でもう１項目、是非議会とももう一度ご相

談をして頂ければ、幸いかなというふうに思います。 
 
○委員長 
 総務課長。 
 
○総務課長 
 只今、ご意見として賜りましたので、議会のご理解等頂く中でまた、今後将来に渡って

は種々検討させて頂きたいと考えてございますが、前段で申し上げたとおり、改修にあた

っては議会事務局等々と十分調整しながら進めてきた。特に、放送関係についても将来議

会改革の中において、放送とかそういった設備なども無線でどうだろうかと当初私共も事

務局に相談申し上げましたが、今回の事業についてはあまり経費をかけない中において行

うことがベターではないか、今後、議会公開の関係でそういったことが出た段階において、

そういったことも含めてやって行きたい、そのような意向を議会事務局から頂きましたの

で、今回はこういった形の中で事業を進めさせて頂いた。将来に渡ってはご意見を賜りま

したので、そういったことも十分頭に入れながら将来的な検討課題として捉えて行きたい

と、かように考えてございますのでご理解賜りたいと思います。 
 
○委員長 
 加藤委員、よろしいですか。 
 
○加藤委員 
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 はい。 
 
○委員長 
 他に。 
 畠山委員。 
 
○畠山委員 
 今のバリアフリーの関係でありますけども、エレベーターの関係でありますが、大変造

る時には色んな構想があって議会等についても数多くの方が来てくれるのではないだろう

かというような提案をされたというふうに聞いてございます。まだ半年ぐらいしか経って

ない訳ですが、それから他庁舎の利用度合い、ここら辺についてもその半年間ではありま

すけれども、分りましたら教えて頂ければと思います。 
 
○委員長 
 総務課長。 
 
○総務課長 
 具体的にエレベーターを何に使ったかということについては、カウンティングしてござ

いませんので、誠に申し訳ございませんが数字的に報告は出来ないということでご理解頂

きたいと思います。完成した後につきましては、当然議会の視察があったりとか、後はそ

れぞれの会議があったりだとか、当然傍聴にいらした方についても足の不自由な方、高齢

者の方、そういった中で適正に使用されているという考えでございますし、今後ともこの

利用については、きちんとした形の中で積極的に町民の方へお伝えして行きたい、かよう

に考えてございますし、議会サイドにおきましても、傍聴、開かれた議会で進めて頂いて

ございますので、そういった働きかけを議会と相まってしっかりやって行きたいと考えて

ございますので、ご理解賜りたいと思います。 
 
○委員長 
 畠山委員。 
 
○畠山委員 
 当然説明の中には、造って良かったなっていう部分が最終的に無ければこれは新築の所

に建てた訳ではない、追加という部分でかなり工事費が高いという中で造られたエレベー

ターであります。造られたからには最大限努力をして頂いて、最大効果を上げるという部

分と、１階、２階と来る人の町民サービスという部分、このエレベーターだけでは無い部

分でのサービスというものを含めてあわせてまだまだ検討する余地があるのではないかと
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思いますので、今後とも期待をしたいと思います。 
 
○委員長 
 総務課長。 
 
○総務課長 
 建物、施設だけではなくして、人的なサービスを含めて十分ご意見とご理解を賜りなが

ら今後行政を進めて行きたいと考えてございます。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○畠山委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございますか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、１７目行政情報システム管理費。２５ページから２７ページ。 
 
○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 １３節の委託料、２６ページですね。その中で、住民基本台帳カード発行業務委託料で

すが、９,５４０円と出てますけど、料金は大したことないと思うんですけども、この発行

枚数は昨年度でどれくらいの発行枚数だったんですか。 
 
○委員長 
 町民課長。 
 
○町民課長 
 住民カードの発行枚数、平成２１年度においては９枚となっております。 
 
○委員長（勝又武司君） 
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 中西委員。 
 
○中西委員 
 これは現在まで、清里の場合は何枚ぐらい発行しているんですか。 
 
○委員長 
 町民課長。 
 
○町民課長 
 今までの累計では３５枚でございます。 
 
○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 これはその１段上にあります、保守点検料が６３万とありますが、これは住民基本台帳

等のカードが例えば９枚でも、この６３万ぐらいはかかるということなんでしょうか。そ

うではないのですか。 
 
○委員長（勝又武司君） 
 町民課長。 
 
○町民課長 
 住民基本台帳の保守管理全体に係る経費でございます。 
 
○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 これは、住民基本台帳カード９枚が多いのか少ないのか他町村との比較も分らないんで

すけども、その必要であるのか無いのかっていうのを、それぞれの考え方だと思いますけ

れども、ＰＲだとかは十分に行われているのですか。必要だから予算を付けてやっている

のだと思いますけれども。今後どのように考えておられるのでしょうか。 
 
○委員長 
 町民課長。 
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○町民課長 
 この事情は、平成１５年度に国において進められた事業で、必要であるか無いかでござ

いますけども、この住民基本台帳のカードを所有することによって身分証明書に使えるだ

とか、それから公共施設で色んな登録が出来るとか、あるいは金融機関で口座を開設する

場合、この身分証明書として使えるだとか、色んな要素が含まれております。つい最近で

は、税務署の所得税においてもこのカードの交付を受け、電子申告が出来るようになって

おります。ただ、今はＩＣチップが埋め込まれておりますので、今後更に普及というか、

利用目的が増えて来るかと思いますのでご理解頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 中西委員、よろしいですか。 
 
○中西委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございますか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですのでここで、説明員が交代となります。質問漏れはございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、暫時休憩いたします。 
 
○委員長 
 引き続き審査を行います。３項開発促進費・１目企画振興費、２目土地利用計画費。２

７ページから２８ページ、一括で審査お願いします。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、次、３目花と緑と交流の町づくり事業費。２８ページから２９ペー

ジ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、４項徴税費・１目徴税費。２９ページ。 

（「なし」との声あり） 



29 
 

○委員長 
 無いようですので、５項戸籍住民登録費・１目戸籍住民登録費。２９ページから３０ペ

ージ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、次行きます。６項選挙費・１目選挙管理委員会費。３０ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２目衆議院議員選挙費。３０ページから３１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、７項統計調査費・１目各種統計調査費。３１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、８項監査委員費・１目監査委員費。３１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、９項地域振興費・１目地域振興対策費、２目臨時交付金事業費。３

２ページから３３ページ。一括で審査お願いします。 
 
○委員長 
 澤田委員。 
 
○澤田委員 
 １９節の負担金補助及び交付金で、地域振興券交付事業をやっているんですけども、商

店街はじめ町の活性化には大した好評なんですけども、それは継続してやって行く事業と

するのかお伺いしたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 この事業につきましては、ご案内のとおり平成２０年、平成２１年と２年続けて交付さ

せて頂きました。結果的にはそれぞれ商店街に経費が落ちるという結果と、１００％近い

交付率、あるいは使用率ということで、それなりの効果があったというふうに考えてござ

います。今年はどうかというご質問ですが、産業の代表者等々との協議もまだしておりま
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せんし、町の考え方もまだ整理しておりませんので、今後必要というふうになれば、なる

かもしれませんが、私の立場ではまだどういうふうになるのか考えてございません。とに

かく、２０年、２１年についてはそれなりに効果があったと自負はしてございます。 
 
○委員長 
 澤田委員。 
 
○澤田委員 
 予算の中は出てきてないので、産業課長の答弁のとおりだと思うんですけど、多大な税

金を投入する訳ですけど、町の活性化のために多大な税金を投入したということで町民の

理解も得られると思うので、活性化のためには是非検討頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 委員のご意見として、伺います。 
 
○委員長 
 澤田委員、よろしいですか。 
 
○澤田委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございますか。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 地域振興対策の中で、異業種連携で町主体で補助事業でやった事業は、３件の申請が去

年からあった訳ですが、１年が経過した中で、現状としてそれらの事業が現在どういうふ

うに推移をされているのか。将来展望を含め、またあるいはそれらを更にどういう形まで

支援をして行かなければならないというふうに捉えているのか、今の現状をお聞かせ頂き

たいと思います。 
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○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 加藤委員のご質問ですが、３つございまして、１つはドリンクビネガーの開発、販売開

拓事業と、１つは秋干し大根の寒干しということで、塩漬けにして販売する事業、それか

らパンの関係でございまして、スイーツ、パン屋の事業、スイーツの開発及び販売事業と

いう事で、３つの事業が展開されてございまして、この事業自体は、まずはきっかけを作

ろうというところから始まってございます。それで、２年目でございまして、まだまだこ

れからかなと感じてはございますが、今後ビネガーにつきましては商品化になってござい

ますし、販路開拓に今一生懸命取り組んでおられるところです。それから大根につきまし

ては、まだ１シーズンしかしておりませんので、２シーズンはどれくらいの効果があるの

か、これから見極めなければならないということ。それからスイーツにつきましては、今

現在空き店舗を利用しての事業ということで展開されているのが皆さんご案内のとおりと

思いますので、見守って行くということでございまして、今後の支援につきましては、こ

の事業ではなかなか難しいのでございまして、何か事業をなされる方のきっかけ作りとい

う事業でございますので、その点ご理解頂きたいと存じます。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 きっかけ作り、地域の中での産業興しは非常に大変なことで、こういう形をやって行く

というのは非常に良いことだと思うのですが、１件当り３００万の町の補助をして、単純

にきっかけだけでいいよとなると、今１年経ったところですが、それがいつの間にか消え

てしまう。あるいはそのきっかけの中での見守り方、金額だけでない色んなサポートの仕

方、あるいはきっかけを作ったんだから、もうおしまいだと。そしたらまた、今年度も新

しい事業として、２ヵ年の中での２２年度もそういう話が今出ていますが、それらのきっ

かけを作ってやったらそれで終わりと。これではまた非常に情けないような気がする訳で

あります。その辺、色んな角度の中からそれが根付くような、そういうシステム、あるい

は環境作りというものを十分に踏まえて単純なきっかけではなくて、本当に地域に根ざせ

るようなものに対して補助をして行く。しかもそれは手厚く。こういう形でなければ、３

年後、５年後、あんなこともやったけど結果的にはどうなんだ、とならないように努力を

して頂きたいと思います。 
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○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 もちろん、きっかけ作りの事業でございますけれども、継続するように我々も見守りな

がら、他に良い支援の方法があればと考えてございますので、委員の意見を伺いながらや

って行きたいと思いますので、ご理解頂きたいと存じます。 
 
○委員長 
 加藤委員、よろしいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他に、ありませんか。 
 ここで、説明員が交代となりますが、質問漏れございませんか。 
 
○委員長 

３項開発促進費から９項地域振興費まで、質問漏れがございましたら。 
 
○委員長 
 畠山委員。 
 
○畠山委員 
 最初に戻る訳でございますけども、企画振興費の中の子ども広場という部分で１点、お

話を聞かせて頂きたいと思います。今年度約２００万の予算で出来上がっている、平成２

０年度には５００万ちょっとだったと思いますけども、それで整備をし、そして今年度２

１年度に作られた。そして事業の成果、概要についてはですね、子どもの体験学習活動や

新たな交流を生み出す交流の広場が出来ましたと、利用の環境の整備が図られたという部

分、これは理解する訳ですし、基本的には子ども農園の延長上では理解はするところであ

りますけれども、最近出来てきた現実を見ますと、ただ芝生に木を植えて、さあどうぞと。

これからどんな展開をするのか。それによって、その作られた主旨が変わって来るのかと。

この辺について今後どういうふうに使って行くのかっていう部分を具体的にお聞かせ頂け

ればと思います。 
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○委員長 
 総務課長。 
 
○総務課長  
 前段の工事の方については、総務課長の方からご答弁申し上げたいと思いますが、委員

ご指摘のとおり、子ども広場につきましては１９年から２１年の３ヵ年計画という形の中

で事業を行ってございます。一部、特定財源という形の中でコミュニティ法人やそういっ

たものの財源を頂きながら実施してきました。また、計画段階から今のご質問の中にござ

いました子ども農園の関係者、更には学童保育の子供達、そういった中において、構想を

練りながら一緒に町民参加型で作って行く。そういった形の中で３ヵ年で完成したという

こともございますし、この後の生涯教育課長からご答弁申し上げると思いますけども、子

供達、それからボランティアの皆さん、そういった方々達と教育活動も含めた中でも行っ

て来ておりますし、植栽については単純に木を植えただけではなく、広葉樹を中心にして

街中に、町内にある植栽に合った木をきちんと剪定した上、更に果樹木を中心としながら、

そういったものをボランティアの皆さんと子供達が一緒に手入れをして成長を見守りなが

ら、子ども農園と一体的になった活動を行っていく教育的な作用、それから高齢者の社会

参加、そして環境整備、そういった側面から行って来た、このようにご理解賜りたいと思

います。具体的な方向性については、教育委員会の方からご答弁があると思います。 
 
○委員長 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長 
 子ども農園並びに子ども広場の今後の実施状況等でございますが、昨年総務課の方から、

子ども広場につきましては、広葉樹並びに果樹木が植栽された状態で教育委員会の方で引

き継いだところでございます。今年度はまだ１年目ということで、樹木自体も小さいです

ので、ここ１年はとりあえず樹木の防除なり剪定作業をしながら木の大きくなるのを見守

って行くということでございますが、実は今年度既に林檎の木に実を付けましたし、胡桃

の木にも栗を付けた状態にございます。また、夏椿の木につきましては白く満開の花が咲

きまして、今、つぼみを付けている状況でありますので、予想以上に早い時期から子ども

が果樹並びに広葉樹の木の下で体験が出来るのではないかというふうに思っているところ

でございます。管理につきましては、ボランティアさんの方々のご協力を頂きながら、今

実施しているところでございます。以上です。 
 
○委員長 
 畠山委員。 
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○畠山委員 
 事業一つするにしても、理由がなかったら出来ないという部分の中では理解をしますし、

環境整備っていう中では私は理解をする。ただ、子供達のためにだとか、交流の場のとい

うふうに付け加えると、これは来年からどんなふうにやりたいのか。本来作る事が目的で

はなくて、具体的に作った後にどんな施策が必要なのかという部分で、私はこれから毎年

聞きたい部分があるんですが、建物的にあそこの施設は色んな施設がちょうど込み合って

いる中で、芝生を植えて環境整備というのであるなら、それで終わっていた部分があった

んですが、こういうふうな文章で書いてあるのを見ると、ただ芝生と木が植えられている。

これはこれからが問題だと思うので、そこら辺の構想をしっかりと立てて頂いて、来年に

向かって臨んで頂ければと思います。以上です。 
 
○委員長 
 生涯教育課長。 
 
○生涯教育課長 
 畠山委員のご意見を十分に参考にしながら、子ども農園、また子ども広場を一体とした

整備に向けて進めて行きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 
 
○委員長 
 畠山委員、よろしいですか。 
 
○畠山委員 
 はい。 
 
○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 地域振興対策費の中の３３ページ、１９節ですね。農商観工異業種連携事業の支援です

ね。雇用創出交付金として９００万ということで決算をされているところですけども、こ

の成果というんですか、異業種での雇用創出、業種ごとに雇用の人数を分かる範囲でよろ

しいので教えて頂きたいのですけども。 
 
○委員長 
 産業課長。 
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○産業課長 
 先程、ご説明申し上げましたとおり、３件の事業がこれによってなされました。１つは

ビネガーの関係。それから、１つは寒干し大根の関係、それからパン、スイーツの関係で

ございまして、先に述べましたビネガー、大根につきましては異業種の業務の立上げ、そ

れからパン、スイーツについては事業の興しと雇用の創出というふうにご理解頂きたいと

思いますけれども、パン、スイーツにつきましては雇用がございまして、具体的には菓子

職人１名、それから職員１名、パートタイマー２名ということで４人体制で行っていると

聞いてございます。以上でございます。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○中西委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございますか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 それでは、説明員交代のため、暫時休憩いたします。 
 
○委員長 
 再開します。３款民生費 １項社会福祉費 １目社会福祉総務費。３４ページから３５

ページ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、２目障害者自立支援費、３５ページから３６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３目福祉サービス費、３６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、４目老人福祉費、３６ページから３７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
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 無いようですので、５目地域包括支援センター費、３７ページから３８ページ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、６目国民年金事務費、３８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２項児童福祉費 １目児童母子福祉費、３８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２目保育所費、３８ページから３９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３目子育て支援センター費、３９ページから４０ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、ここで説明員が交代となります。民生費について質問漏れがござい

ましたら伺います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、説明員交代のため、暫時休憩します。 
 
○委員長 
 再開します。４款衛生費 １項保健衛生費 １目保健衛生総務費、４０ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようなので、２目予防費、４０ページから４１ページ。 
 
○委員長 
 畠山委員。 
 
○畠山委員 
 予防費の関係ですけども、ここには載ってないのですけども、脳ドックの関係で、２０

年だか１９年に一度やめられて、最終的にまた復活する訳ですが、やめられた要因がどう

いうことだったのかっていう部分。これのおさらいをしながら、実際また今年度について

は復活した。無くなったら、やっぱり必要だよということになったんでしょうが、元々人

数が少なかったのか、それとも同じ人が何回も受けておられたのか、そこら辺のやめた理
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由をお聞かせ頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 
 脳ドック検診の関係でございますが、委員ご指摘のとおり脳ドック検診につきましては、

今年度からまた再開というようなことで、現在申し込みも締め切りまして、今後委託先の

病院で各自ドックを受けて頂くという形になっております。ご存じのとおり、昨年、一昨

年と検診を行って来なかった訳ですが、脳ドック検診につきましては３年に１回受ければ

安心だろうという判断がありますので、その辺も含めて実施の中断をして来たというふう

に私ども考えております。以上であります。 
 
○委員長 
 畠山委員。 
 
○畠山委員 
 それでは、申し込みの数が少なかったからやめたのか、それとも多かったけれどもやめ

たということなのか、どちらに理解したらよろしいでしょうか。 
 
○委員長 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 
 脳ドック検診につきましては、平成９年から実施して来た訳でございます。脳ドックと

いうのは一般的な検診では無かったというふうに理解しております。平成１９年度まで継

続して町の補助で行って来たということで、その間、約１０年ほど実施して来た訳ですけ

れども、町民に一般化されて来たという理解もございまして、中断して来たというような

ことでございますけども、血管障害で町民の方も入院なり、障害を受けるというようなこ

とが、頻発までは行かないのですが、そういう状況が生じて来たということで、再度２２

年、新たな形で始めたということで、１００名の募集を行ったところでございますが、今

般８７名の希望者の方で実施となっているのが現状であります。 
 
○委員長 
 畠山委員、よろしいですか。 
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○畠山委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございませんか。 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 ２１年の決算なんですが、この予防の検診関係対策の中で、子宮頸がんの関係を今回一

般質問をさせて頂いた訳ですが、その後、内部で協議されたんだろうと思いますが、次年

度に向けて、どういうような対応、あるいは現時点でどういう認識を持っておられるのか

お伺いいたします。 
 
○委員長 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 
 子宮頸がんにつきましては、予防ワクチンでがんを回避できる唯一のがんだというよう

なこともございます。過半の議会でも議論されて来たというふうに理解しておりますし、

また、昨今厚生労働省の方でも子宮頸がんのワクチンについては、厚生労働省サイドでも

補助が出るようなそんな動きもございます。また、内部でも検討を加えまして学校等も協

議してきた経過もございます。その中で、学校としても是非取組んで欲しいというような

こともございますので、２３年度に向けては予算化して取り組んで行きたいというふうに

考えております。ワクチン投与の実施の方向で、今検討をしているという状況でございま

す。 
 
○加藤委員 
 ２３年度予算となると、基本的にはその対象から外れる生徒も出て来る訳でありまして、

中学生を対象とすると思うのですが、現時点でそれを何年生を対象として行くのか。例え

ばそれを１，２年生を対象とすれば、３年生は除外されるだとか、そうすると２３年度か

らは卒業する生徒に関しては対象が無いっていうことも当然起きてくる問題であります。

これは、一般質問の中でも町長の答弁の中に非常に難しい、その理解を得ないとならない

部分もあるというふうに言われましたし、その部分は十分にあると思いますが、本人が希

望し、そういう環境であるならば、今年度漏れる人の対策のことも、ある意味では必要に

なって来るのかなと、このようにも思います。ここでの即答は不可能だと思います。その

辺を十分検討をして頂きたいということを、付け加えておきたいと思います。 
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○委員長 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 
 今、加藤委員のご指摘された事項につきましては、中学校の協議の中でもそのようなこ

とが今後の検討課題としてあるなということで、私どもも理解しておりますので、そんな

ことを心して検討にあたって参りたいと思います。 
 
○委員長 
 加藤委員、よろしいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございますか。 
 藤田委員。 
 
○藤田委員 
 予防の方で聞きたいと思いますが、昔私が議員に出た頃はエキノコックスが始まりで、

その質問をした一人なんですけども、清里の場合、エキノコックスも大体７割ぐらいの方

が検査を受けていると聞いたこともあるんですけども。それはそれとして、太田保健婦さ

んが私の家に春に、私が６０歳を越えたので来られたんですが、保健婦さんが町内の年を

とった人たちの所を１軒、１軒回っておられると思うんですけども、その事業はどこでや

っているのか。この予防の方でやっているのか、その点をまず課長にお聞かせ願いたいと

思います。それと、この前も言ったんですけども、１番問題なのは、予防検診に来る人は

まだいいんですけども、いくら呼び出しをかけても参加をしない人がどれぐらいいるのか

ってことを、１回調査をしたら良いのではないかと質問をしたことがあるんですけども、

その辺の状況はどのようになっているのか。町民の皆さんが、来なさいって言っても来な

いばどうにもなりませんけども、その辺の把握というものが１番大事でないかと、こう思

うんですよね。私も、保健婦さんに言われた事は、１１３キロあって１年かけてきちっと

努力をして見本になってくださいと言われたので、慌てて病院に行きました。行ってみた

らやっぱりそれだけの保健婦さんが診て何か感じて言ってくれたんだと思いまして、行っ

たんですけども、本当に３歩手前ぐらいまで近寄っていたように思うんですが、今、やっ

と大分痩せてきているんですけども、ただ、裏を返せばそういうような検査を受けないで、
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いくら町がやれやれったって検査に来ないような人はどうにもなりませんよね。そこを何

とか把握をして、保健婦さんがやっぱり何年かかっても家庭訪問しながらやって行くよう

な町づくりをして行かなかったら駄目でないかなと思うんですけども。その状況はどうな

っていますか。 
 
○委員長 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 
 藤田委員のご質問にありました、エキノコックスの関係につきましては、町の検診で１

５６名の方が平成２１年度受診されているという状況になってございます。また、２点目

の保健師の活動でございますが、保健師の日常活動の中に乳幼児の家庭訪問からですね、

また各種検診で数値的にもあまり良くないというような理解にある方につきましては、お

宅に訪問して保健指導を行っているというようなこと、これは保健師の日常活動の中に組

み込まれておりますので、予算の中には表現出来ないところの事業でございます。また、

平成２１年度の検診の状況でございますが、成人病検診、胃がん検診、大腸がん、子宮ガ

ン、乳がん、肺がん等々ございますが、胃がん検診につきましては４２２名、大腸がんに

つきましては４６１名、子宮ガンにつきましては２３２名、乳がんにつきましては２５０

名、肺がんにつきましては１１１２名の方が、こういった成人病検診を受けられていると

いうようなことで、委員ご指摘のとおり、ここに来る方につきましては、こういった検診

または結果、これが分かって対処のしようがあるんですが、ご自分でも医療機関に行って

検診をしない、こういった町がやる成人病検診にも来ないというような方につきましての

対応は非常に必要なことだというように思っておりますが、今のことろ各種広報等々で周

知をするというようなことを中心に行っておりますが、今後さらにそういった必要性がご

ざいますので、更なる周知を、あるいは家庭訪問などを通じて必要性を説いて参りたいと

考えておりますのでご理解願いたいと思います。 
 
○委員長 
 藤田委員。 
 
○藤田委員 
 私も、２，３年前に同じような質問をしているんですけども、その時言ったと思います

が、私が１番この決算委員会で聞きたいのは、来る人たちはいいんですよね。総体でどの

くらいの方が来ていて、どのくらいの方がこういう検診を、他にも農協なんかもあります

けれども、そういう調査をしているのかなと、その点だけ。今日は駄目でも来年か再来年

までには、総枠でどのくらい受けてて、どのぐらいが来てないのか、そこのところをはっ
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きりと調査をしていただくのが、この予防枠の原点でないかなと思いますので、一つお願

いだけしておきたいと思います。 
 
○委員長 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 
 藤田委員のですね、指摘されるこういった各種検診に来ない人間に対する周知も、これ

をどのようにして行くのかというようなことにつきまして、これは検診のみならず他の分

野についても同様に言えることだと思いますが、健康の大切さだとか命の大切さですとか、

この辺から含めて、教育の必要性、それから現実にこういった検診で見つかって健康を回

復したというような、そういう実態を示してですね、健康の必要性を説いて行くような、

そういった教育から始めて行くような必要性があるなというふうに考えておりますので、

ご理解願いたいと思います。 
 
○藤田委員 
 私の質問は、あなたが言ったようなことが正しいのですが、私も同じようなことをお話

させて頂いているのですけども、私が一番お願いしたいことは、今、保健師が１人でたま

たま、先ほど名前を言って失礼なことを言いましたけれども、私も言われて見て初めて病

院に行ってみたら、３歩手前まで近寄っていたと。それから努力して何とか頑張っている

んですけども、一応問題なことは、来る人はいいんですよね。町当局としてどのような形

の中で調査をしながら、自治会を通じながらでも何でもいいから調査をしながら、検査を

受けない人がどれぐらいいるのかまずはここをきちっとある程度把握をして頂きたいと言

う事が、まず第１点なんですよね。それに基づいて人数が多かったら、保健婦がもう１人

もう２人と足りなかったら、町の予算をそこに投入して、やっぱり全町民上げて指導して

行くような、そういう事業展開して行くのが私議員の立場でないかと思って聞いているん

ですけども。その総枠ですね。どのぐらいの、今７項目ぐらい出ていますけれども、総体

でどのぐらいの乳がんなら乳がん何パーセントぐらいが受けているだとか、そういう一つ

一つの総枠だけ、来年か再来年までに調べて頂きたいと、このようにお願いいたします。 
 
○委員長 
 保健福祉課長。 
 
○保健福祉課長 
 ご指摘の各種検診の対象者の数は何人かと、で、対象者にそった受診者は何人かと。対

象者の数につきましては、胃がん、大腸がんこう言った検診につきましては、３０歳から
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８０歳までというような、年齢別の人口を出して行けばいいのかなと思うのですが、この

数時細かくは足しておりませんので、後ほどまたお知らせ申し上げますが、その辺の数を

きっちり踏まえた中でですね、これの周知見聞に当たって行くというようなことで、努力

して参りたいと思います。また、保健師につきましても現在４名おりますので、この４名

が手分けして０歳児から高齢者までのお宅を訪問しながら、健康指導に当たっていますが、

この活動もさらに充実して参りたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○藤田委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございますか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３目各種医療対策費、４１から４２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、４目環境衛生費、４２から４３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、５目保健福祉総合センター費、４３から４４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 

無いようですので、２項清掃費、１目清掃事業費。４４から４５ページ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、ここで説明員が交代となります。４款衛生費について、質問漏れは

ございませんか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、ここで休憩を取りたいと思います。１０時５５分まで休憩したいと

思います。 
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休憩 午前１０時３６分 
再開 午前１０時５５分 

 
○委員長 
 休憩前に引き続き、審査を再開します。５款農林水産業費 １項農業費 １目農業委員

会費。４５ページ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、２目農業振興費、４５ページから４６ページ。 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 農業振興費の中なんですが、事業そのものと言うよりは予算の中での話なのかなと解釈

する訳ですが。この振興費の一番最後に繰出金として、焼酎事業の特別会計への繰出があ

る訳なんですが、農業振興の項目に本当に入るんでしょうか。この辺の認識についてお伺

いいたします。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 この農業振興費の中に、焼酎事業特別会計繰出金というのが入ってございますが、補助

事業の始まりからということになってございまして、未だに続いているということでござ

いまして、内の会計を通りながら焼酎の方の特別会計に繰出しているということでござい

ますので、ご理解頂きたいと思います。補助事業の関係上ということでございます。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 事業が始まって、スタートした時点では基本的な大きな柱の中に、やっぱり地場産業の

育成として出来た物の一時確保ということで、１村１品の中での焼酎というスタートの中

では当然、農業予算の中でスタートされて然るべきだし、色んな事業内容等については今

日まで、農産加工施設、こういうことの中での予算組をされて来たと、こういうふうに認

識をして理解する訳ですが、今の現状を踏まえて見た時に、農産物の原材料の使用単価が

幾らなんだろうか。事業総体にかける１００万を満たない数字であろうと思う訳でありま
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して、じゃがいも、大麦はちょっと高いですが、じゃがいもについては非常に少ない数字

だというふうに理解しております。そういう環境の中で、この事業の内容等についても非

常にその需要と申しますか、販売に苦労して行かなければならない状態になっている、こ

ういうような中では会計項目、事業のあり方にについても色々検討して行く余地があると

いうふうに理解はして、その辺についてはとやかくは言いませんが、会計項目として本当

に取り組み方として、この事業が農業振興という施策の項目で良いのかどうか、ここで即

答とかって問題ではないと思いますが、疑問を昨今抱くようになって来たということを通

告しておきたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 ご意見として伺います。 
 
○委員長 
 加藤委員、よろしいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３目畜産業費、４６から４７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、４目農地開発事業費、４７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、５目道営整備事業費、４８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、６目農山漁村活性化対策費、４８から４９ページ。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 
 無いようですので、２項林業費、１目林業振興費、２目自然保護対策費。４９ページか

ら５０ページ。一括でお願いします。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 ここで説明員が交代となります。５款農林水産業費について、質問漏れございませんか。 
 藤田委員。 
 
○藤田委員 
 林業費でちょっとお聞きいたします。毎年質問しているかと思いますが、清里町が、私

が出た２８年前、町有林を見に行って色々な話がありましたけども、５０年経ったら売る

んだとか、８０年とかってお話なんかも出ておりますけれども、そろそろ町有林の間伐も

ある程度入って、町当局としては私らの聞いている範囲では、芯が腐るというふうに言っ

てたんですが、３０年、５０年と段々のびて行ってるんですが、この整備計画と言うのか、

その辺の調査と言うのはどのような状況になっているのか。まず、その辺からお聞かせ頂

きたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 町有林のご質問ですのでお答えいたします。清里町の町有林につきましては、清里町有

林管理計画というのがございまして、前にもお話したかと思いますけれども、計画期間は

平成２１年から平成２５年ということで、見直しの計画を常任委員会等々でお話したかと

思います。その中でも、森作りセンターとも色々協議しながら決めていったところでござ

いますが、委員おっしゃるように、長伐期ということで目指しているのが現実でございま

して、今現在５０年前後のカラマツが植わさっておりますが、８０年を目指して行くとい

うことで一応計画はなってございます。ただ、切らないということではなく、間伐等々を

しながらやって行くという計画になろうかと思います。また、芯に腐れがあるというご質

問でしたけれども、数年前に調査した結果、まだその山の状況にもよりますけれども、腐

りが無かったという調査報告も聞いております。以上でございます。 
 
○委員長 
 藤田委員。 
 
○藤田委員 
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 話は分りましたけども、一応８０年と委員会でも出ておりましたけれども、何気なく聞

いておりましたので、今日詳しく聞きたいと思いますが、５０年ぐらいの面積はどのくら

いあって、８０年まで置く面積はどのくらいあるのか。総体の面積とをちょっと聞かせて

頂きたいんですけども。出来れば８０年経って１反４０本だとか５０本だとか残すんだと

か言ってましたけども、今のお金の計算にしたらどのくらいになるのか。そういううこと

も計画に組んでやっていると思うんですけども、その辺ちょっとお聞かせを頂きたいと思

います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 町有林の関係は、かなり地区ごとに分かれておりまして、カラマツ林の面積につきまし

ては今計算させますので、ちょっとお時間頂きたいと思いますけれども。それから予算っ

て言うのはどのくらいになるのかってことでございますけれども、そういう試算につきま

しては今、木材の価格がご存知のとおり低迷してございまして、切ってもペイするか、あ

るいはマイナスかというふうに踏まえてございます。 
 
○委員長 
 藤田委員。 
 
○藤田委員 
 私の知っている人が東藻琴で木を買ったり売買しているんですけども、今少しだいぶ価

格が上がって来たと言うお話なんですけどもね。ただ、この２０何年間伐やって、国の補

助を貰いながらやるからどうにか切る人も収支が合うようにはなっておりますけれども、

私が一番申し上げたいのは、売れて１０年、１５年の間伐なら良いのですが、最低３０年、

５０年、８０年まで間伐して行く中では、ある程度の収入なくしては間伐した意味が無い

と思うんです。それと置いておいても意味が無いとも思うんです。正直言って。その辺の

整備計画を本当は委員会の時にお話させて頂ければいいんですけども、こんな所で言う必

要は無いと思うんですけども、その辺の意味、よくよく考えて頂いて、間伐する度に業者

がまあまあ仕事があった程度くらいで収支が行くのでは、私もちょっと合点が行かないで

すよね。８０年置いて大して金にならなくて終わったんだと言うことになれば、ちょっと

これも考えなければならないし、今度逆に切るものは切って、また植えて行くような国の

事業もあるんでね。そういうことを踏まえながら整備計画をして行かなければ、清里町が

何十年続くか分りませんけども、そういうことも考える時期が来たのではないかと思いま

すので、一つご検討をお願いしたいと思います。 



47 
 

 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 木材の単価につきましては、年々変動がございましてなかなか難しゅうございますけど

も、委員のご意見も伺いながら、森作りセンターとも協議しながら、今後の町有林のあり

方について再度検討させて頂きたいと存じます。 
 
○委員長 
 藤田委員、よろしいですか。 
 
○委員長 
 他、５款農林水産業費について、質問漏れございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 それでは、説明員交代となります。暫時休憩お願いします。 
 
○委員長 
 それでは引き続き、審査を始めます。６款商工費 １項商工費 １目商工振興費。５０

ページ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、２目観光費、５０から５１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３目温泉施設費、５１から５２ページ。 
 
○畠山委員 
 温泉管理費の指定管理費の関係でありますけれども、入浴の人数については書いてござ

いますが、入浴の総金額、３箇所あると思いますけれども、それを教えて頂きたいと思い

ます。 
 
○委員長 
 産業課長。 
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○産業課長 
 それぞれ３箇所ございまして、入浴施設の使用料ということでお答えさせて頂きたいと

思います。緑清荘１,７２９万９,８６０円、パパスランド６０２万９,３８７円、緑温泉６４

４万３,８９０円となってございます。 
 
○委員長 
 畠山委員。 
 
○畠山委員 
 金額は理解しました。この利用状況なんですが、パパスと緑温泉、これは毎年同じ人数

なのか、お聞きしたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 多少のバラつきはございますが、パパスランドそれから緑温泉につきましても、この人

数等々で推移してございます。 
 
○委員長 
 畠山委員。 
 
○畠山委員 
 それじゃお聞きしたいのですが、当然緑温泉は大変規模の小さいものというふうに理解

しております。それで何で人数が多いかっていう部分、これにはどんな原因があるのか、

札弦のパパスと比べて。何かの要因があるかというふうに思いますけれども。そこが分り

ましたら教えて頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 なかなか、難しゅうございますけれども、まず考えられることとしましては、緑温泉は

浴槽の種類の中に露天風呂がある。それからパパスランドよりも新しい。それからこじん

まりとしている等々が考えられますけども、これと言ったこれが原因だから緑に、という

要因は我々もつかんでおりませんけども、考えられるのはその辺だと思います。 
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○委員長 
 畠山委員。 
 
○畠山委員 
 この辺の読みと言いますか、原因をはっきりしておかなければ、今回パパスの関係で新

しく作るよと。この人数から言ったら緑よりも小さくていいんでないのかと、そんな結論

になってしまっていいのかっていうふうな捉え方をされがちであります。そこら辺の分析

をしっかりとして頂いて、次の計画を立てて頂くということを要望させて頂きたいと思い

ます。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 今後のパパスの関係のご質問かと思いますけれども、当然利用率、利用人数等々も分析

をしながら、今、パパスの温泉につきましてはご存知のとおりちょっと広々としている部

分もございますので、もしも温泉を建て替えるとならば、もう少しこじんまりできるのか

なと。あるいは歩行湯、打たせ湯、それから気泡湯、それから温泉というふうに色んな多

種にわたった浴槽がございますけども、この辺も整理して行く必要があるのかなと、私個

人の意見で申し訳ございませんけども、そういった色々な検討をして、もしも温泉を建て

るとならばそういった辺の検討も当然おっしゃるように検討を進めて行くというふうにな

ろうかと思います。 
 
○委員長 
 畠山委員。 
 
○畠山委員 
 その関係について、もう一度と言いますか、しつこく言わせて頂きたいと思う訳であり

ます。道の駅という部分の中で、大変集客を増やそうというには努力をしたという部分の

中で、結果的に小さい方が客が集まるという発想は絶対あり得ない話が実際起きていると

いう部分。本来であれば札弦の方が人数が多く来るというのが当然の見方だったのが、実

際開けて見ると、緑の小さい方が落ち着くだとか、また別な理由なんかがあったりして、

ここら辺の分析を良く勘案しながら次の計画に進めて頂ければと思います。以上です。 
 
○委員長 
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 産業課長。 
 
○産業課長 
 貴重なご意見を頂きましたので、勘案させて頂きながら検討させて頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 畠山委員、よろしいですか。 
 
○畠山委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございますか。 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 関連で畠山委員が聞いたことなんですが、畠山委員が今聞きますと、お答えになった数

字の中で、入浴料金額パパスが６００万ころです。緑温泉が６４０万何がし。緑清荘が１,
７００何がしと言う数字だと思うのですが、この辺間違い無いとすればですね、総額３千

万くらいなのかなと、このように思う訳であります。ただ、その横に今回実績の中に入浴

利用人数がある訳ですが、この時の単価がちょうど変わった時なのか、３８０円前の話な

のか。３８０円だとしますと、利用人数とその辺が非常に合って来ないのかなと。もう一

つは、この緑清荘については入浴料金だけなのか、宿泊料金だけなのか、その辺について

も。ただ、入浴税について差引いた金額なのかどうなのか、その辺にちょっともうちょっ

と詳しくお伺いしたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 今の使用料については、ちょっとお時間を頂いて。緑清荘の金額につきましては、入浴

部分だけの金額でございます。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
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○加藤委員 
 理解をしました。７０歳以上もありますし、子どももありますし。その割合が非常に高

いというふうに理解すれば、ＯＫということなのかなと、そういうふうにも思う訳ですが、

ただ、この細かい話って言いますか、私が悩まなくてもいい問題なんだと思いますけれど

も、この入浴料金の金額と入浴者人数。例えばパパスと緑については６００万と６４０万

と言いながら、その利用割合は２千人に対して２,５００人と、こういう差が非常にある訳

でありまして、しかもそういう環境の中での維持費の関係、例えば券は札弦で買って緑で

入ったよ、緑清荘に入ったよとこういう色んな関係の中で、こういう操作がされていると

思いますが、その辺についての経費のやり繰りは私が考える話では無いかと思いますが、

そういうことを色々踏まえた中で、こう言った中でも、尚且つ委託料についてこの指定管

理にしていながら提出をして行かなければならないっていうこと。議会もこれを認めて推

移をして来ているのではありますが、指定管理であれば、あくまでもゼロでいいはずであ

りますが、そう言いながら赤字であれば補填して行く形が組まれているというのが現実な

のかと、このように思う訳です。そういうような中で緑清荘の改築、あるいはパパスの改

築も計画されて、パパスについてはどういう形になって行くのか全く分かりませんが、緑

清荘については、ほぼ形が見えて来た。そして明年度からは委託費についてはほぼゼロで

行きたいという形の提示がなされている。そして、そういう形の中で、本当にそういう形

で大丈夫なんだろうか。もしもそれがまたマイナスになった時にまた同じようなことをす

るとすれば、その負担割合は限りなく大きなものになって行かないのかっていう不安要素

も一つあります。それが１点と、もう一つお伺いをしたいのが、緑清荘の関係ですが、造

るときは緊急対策で行くよと。９５％だ、何もかにもだと。でも、終わってみますと２１

年度だけでなく２２年度現在も今回もこの備品の購入で２千万弱のものの補正もした。こ

ういう中では莫大な投資を結果として一般会計やそういうところから行うことになってし

まった。現実としては９５％では無い訳であります。そして、緑清荘を造るときに清里の

住民、あるいは清里の商工会、あるいは同じような職種をしている方に色々聞いたんだろ

うか。私の聞こえているところでは、大きな不満や疑問が投げかけられている場面が非常

に多い訳であります。終わったことについては、とやかくは言いません。札弦に向かって

のパパスの問題については、地域の意見、地域の意見と言っていますが、基本的に清里の

緑清荘の問題については、それらの部分の問題については大きくかけ離れていたのではな

いだろうか。これらのことに関して、まずは緑清荘の今日時点の総工事業費、そして実際

に補助金の割合、一般会計からの持ち出し、そして過疎債充当分、この３点ぐらいについ

ては、前回も一部出ていましたが、あれで終了ではなかった訳でありまして、今回の備品

関係もあったと思います。その辺についても、ちょっと聞かせて頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
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○産業課長 
 今、まだ備品等々が議決されたばかりですので、細かい内容までの整理はしてございま

せんけれども、一応財源の内訳につきましては全体を１００といたしますと国庫支出金に

つきましては７３．８％、地方債につきましては７．３％、基金等々が８．７％、一般財

源持ち出しが１０．２％というふうに整理してございます。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 概算で言われたので、私も概算で言いますが、トータルとして９５％の事業ではなかっ

たと言うことです。今回改修して終わってみますと、基金、一般会計の持ち出し、そして

過疎債の支払、将来見込む分も入れますと、少なくても２０％以上、２０％ちょっとは自

己資金ですよと、こういう結果になった訳であります。是非ともこの出来上がった施設の

運用条件、運用内容が本当に価値があるように、一つこの準備期間等もありますので、少

なくても、いつも色んな形で言われているサービス部門、サービス業だっていう指摘を、

本当に指定管理という感覚の中で自分達がやっている感覚にやっている人方が立っている

のかって言う疑問が一つ。それともう一つは、町が最後までどういう形で面倒を見ていく

のかっていう疑問、この２つがあるので、この辺について十分に論議をしていって、形を

再開されるまでに、一つお願いをしておきたいと思います。そういうことを考えた時に、

委員会の中でも要望してありますが、札弦に関しても同じような形になって行くんだろう

と思いますので、総枠、そして色んな形、そういうものがあると思いますので、色んな形

の中から十分に最良のものが出来る方策と話し合いがなされることを切にまたお願いをし

ておきたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 加藤委員の関係でございますけれども、緑清荘の関係につきましても休業中に従業員の

教育あるいは修行といったものが協力的にやると聞いてございますし、生まれ変わったつ

もりで１２月オープンに向けて切磋琢磨しているところでございます。パパスにつきまし

ても、委員のおっしゃるとおり地域のご意見を聞きながら進めて行きたいと、かように存

じておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 もう１点、緑清荘ということに限定は無いのですが、チャンスがあるとすれば緑清荘か

なという形を思っている訳であります。清里町は交流人口の形の中で一生懸命交流しよう

と、人が沢山来ようと、やぁいい所だと、夜飲みに行く、食事をしようとする所が非常に

少なくなった。そういう現状の中で、２、３軒の環境とレストハウスの環境が変わって、

そういう形になっている。出来れば今回の緑清荘の環境についても、普通のホテルであれ

ばスナックもあります。そういう環境の中でのステップをしながら、清里に宿泊して飲む

場所が無いとするならば、そこの事業内容を少し考えてみる必要もあるのではないだろう

か。ここまで、本当に計画された時点から、たかだか１年ちょっとの間に町の商工会、飲

食店関係も大きく変わって来ちゃった。そういう中では、宿泊だけをすればいいと言う時

代ではない。やっぱり、宿泊した人に夜清里って本当に楽しかったよねって、一献交わし

てもらう場所が無いと清里焼酎も消費できないで終わっちゃうかもしれない。私は、どう

せこうせとは言いませんが、出来れば緑清荘、夜色んな形のやれる方法。これは指定管理

の問題であって片付けるのであれば、ちょっとあまりにも本当にそれで明日の清里の部分

でいいのかなと。建てれば良いというものではない。建ててから本当に町民のために、単

純な話ですけれども。実は今の定例会中の３日間の議員の話になりますが、昼食を取ろう

とすると断られる店がある訳です。もういよいよ出前のしてくれる店も無いような状態。

色んな形の中を考えて行った時に、本当に交流の町づくり、本当に住んでいる人が、こう

思うんであれば、その辺も是非最大限の検討をして頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 なかなか難しいご質問でありまして、ご案内のとおり商工会関係それから夜の飲み屋さ

んの関係、食堂等々が次々と閉店している状況でありまして、私どもとしても悩みでござ

いますが。お店があって、緑清荘を建てて、賑わいをという計画をされておりましたけれ

ども、２、３軒のお店が潰れてしまってと言いますか、閉店に追いやられていると言うこ

とでございますので、緑清荘の中に飲み屋さんを作る訳にも行きませんし、なかなか難し

い問題でございます。ただ、緑清荘の関係については何とか料理を美味しいものにする、

それから泊まって頂いて良かったなと思って頂ける、また来ようというリピーター作り

等々を考えながら行きたいというふうに感じてございますので、ご理解頂く。あと、飲食

店の関係でございますけれども、商工会とも協議しながら何らかの手を打ちながら行きた
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いというふうに考えてございますけども、なかなか妙案がございませんで、今苦労してい

るところでございます。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 緑清荘は無理だっていう話しでは無いと思うんです。先ほどちらっと出しましたけれど

も、やっぱりレストハウスもああいう形にしているという中では、非常に多くの町民の中

でやっぱり利用されている方も多いと思うんです。ただ、あそこも休みの日もありますし、

色んな形の中で、確かに商工会とも十分論議をして行かないとならないと思いますが、だ

けど逆に商店街あるいは飲食店の話とすると、やはりそういう場所が多くないと人が出て

くれないんだと。だから、私だけ営業してても駄目なんですよっていう言葉の方が意外と

多いんです。だから、緑清荘のやはり食堂なりあるいは一部なりを計画し、やれるとすれ

ば、あるいはそういう方法があるとすれば、私は逆を言うとそこの部分だけ別にして、他

の人に貸し出す方法もあるかなっていうふうに、一部分あると思うんですが。色んな方法

の中でそういう場所作りをしないと、結果として先が見えてしまうのかなと。私単独の意

見かもしれませんが、もう一度そう言うことも踏まえた中で、本当に交流の町づくりの中

で夜も交流できる場所を確保して行くために、緑清荘がどういう関わりが出来るのか、あ

るいはして行かなければならないのか。今現時点、いやむしろ５年後、どういう形にすべ

きなのかっていうことまでを踏まえた中で、是非検討を重ねていって頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 ちょっと舌足らずのところもございましたけれども、緑清荘の中にはレストランという

ものを今回新装いたしますので、その中で昼間の喫茶店あるいは軽食、夜の軽い飲み会等々

は出来るかなとは考えてございますが、指定管理者の知恵と力によって生まれ変わった緑

清荘が見られると思いますので、ご理解頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 指定管理者という言葉は大切なんですが、今の段階では指定管理に任せる前の施設は町
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の施設なんです。そういうことも踏まえて、もう１歩考えた、踏み込んだ考え方を、今日

はここでどうのこうのっていうことにはならないと思いますが、その事も頭の中に入れて

一つ進んで頂きたい。改めて要望として終わります。 
 
○委員長 
 答弁はいいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、温泉施設費についてありますか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、４目オートキャンプ場費、５２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、５目農山村景観・自然環境保全施設費、５２ページから５３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、６目江南パークゴルフ場費、５３ページ。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 江南パークゴルフ場はやると素晴らしい所なんですが、清里の水しか売っていないって

いう難点が一つあるのかなと。盗難関係、色んなことの中からその事が出来なかったって

いうこともありますが。これもそのさっき問題と一緒だなと思うんです。リスクだけは避

けて物だけは造った。来てください、お願いしますと言いながら、そこに付帯するサービ

ス、地域に落とす経済効果って言うものがどうなのだろうかなと。例えば、もう少しＰＲ

の中に、前もってあそこに常駐が無理だとするなら、前もってすればお弁当の配達します

だとか、少なくても自動販売機については私は置くべきでないかと。この辺、盗難や色ん

な事があった経緯だと思うんですけども、この辺についての整理された今までの考え方、

そして今後どういうふうにして行くのか。この辺についてお伺いをいたします。 
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○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 パークゴルフ場の自動販売機につきましては、ご存知のとおり今年盗難事件がございま

して、あれだけ人里離れた所でございますので、自由にやられたのかなというふうに考え

てございまして、また設置しても同じような事件が起ころうということで撤去した次第で

ございます。また、施設内に置きますと施設の鍵等々が壊されて、これもまた被害が甚大

になりますので、中に置く事も出来ないということでございまして、今後その飲み物につ

きましては、フロントで売る方法もございますので、検討させて頂きたいと思いますけど

も、ただあれだけの数を売るとなると大変な面もございますので、今は清里の水だけを売

るというふうにしてございます。また、出前、お弁当の方法でございますけども、今現在、

パークゴルフ場につきましては、１軒の蕎麦屋さんのコマーシャルもありますけれども、

商工会にどうぞ宣伝をしてくださいと依頼をしてございますので、今後そういう気持ちの

ある方、ＰＲしたいもの等々の設置場所にも気を配って行きたいというふうに考えてござ

います。 
 
○委員長 
 加藤委員、よろしいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございませんか。 
 細矢委員。 
 
○細矢委員 
 決算とは直接関係無いんですけども、パークゴルフ場の運営のあり方って言うんですか。

１日利用券５００円でありますけれども、ただ地元の人の利用が割りに少ない。それで、

バスで私も何度か行ってみているんですけども、バスで来て今夜は川湯で泊まるとか、ウ

トロへ行って泊まるとか、そういう１台来れば３０人から４０人来て、コースが一杯にな

るぐらい利用してくれている場合があるんですよね。そういう場合に利用者に対するＰＲ

も含めて、今加藤委員も言っておりましたけども、私は清里の焼酎ですか、これをバス１

台に対して、止まった場所で試飲してくださいと言うことで４本セットでもいいし、人数

によっては２本セットでもいい訳ですけども、そういうことも含めて焼酎の宣伝と、パー
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クゴルフ場のコマーシャルにもなるんでないのかなというふうに思いますし、そんなふう

にあそこで働いている管理している関係者なんかも、そういうふうにしてあげてもいいの

ではないかなという意見も、私聞いて来ております。したがって、パークゴルフのやる年

齢層もですね、やはりどちらかと言うと若い人が少ないんですよね。やっぱり高齢者と、

特に女性のグループなんかが来ております。バス１台で。そんなのを見ますと、また清里

へ行ってみようかとか、帰った町で清里に行ったらこうでしたよとか、そういうコマーシ

ャルになるような対策をやはり考える必要があるのではないのかなというふうに思います。

コースだとかそういうのについては最高喜んでやっておられるようですが、サービス面で

ちょっと考えて見る必要があるのではないのかなと。そういうことに対して、まあ自動販

売機の件については行ってみて今年２回ですか、壊されて盗難に遭っておりますね。あれ

を今度施設の中に置くとなると、今課長がおっしゃったように施設が壊されて自動販売機

も壊されると、これはまた大変な被害も受けることになりますので、この辺はちょっと検

討しなければならないのかなと、よっぽど耐火金庫のように頑固な自動販売機でも置かな

ければ、これはどうにもならくなって来たのかなという感じもします。そんな事を色々考

えていってもらいたいことが沢山ある訳ですけれども、やはりパークゴルフの運営、そし

てコマーシャル、そういうことをやはり考えて行く時期に来ているのではないかなと、こ

んなふうに思いますが、考え方があればお伺いしたいと思います。 
 
○委員長 
 産業課長。 
 
○産業課長 
 前々から団体に焼酎をという声を聞いている事がございますけれども、それであれば果

たして何人以上に何本というふうな論議もございまして、なかなか難しゅうございます。

また、パークゴルフ場の中で売るとなると、また免許の関係が邪魔をするというようなこ

とでなかなか難しい問題でございますが、焼酎のＰＲにつきましては委員のご意見のとお

り何か良い方法があればなと考えてございます。各他の町村からバスでご利用頂いている

と言うのは大変ありがたいものでございまして、今後もこの町のＰＲも含めまして焼酎の

ＰＲ等々、あの場所で何が出来るか、今後検討させて頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 細矢委員。 
 
○細矢委員 
 色々新たにやるということは大変かもしれませんけども、やれないやれないということ

でいてはですね、やはり法的な事だとかそういうものも、やはり規制緩和の時代です。そ
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のところを最大限活用して、前向きに事業展開出来るように再度要請して終わります。 
 
○委員長 
 細矢委員、答弁いいですか。 
 
○細矢委員 
 いいです。 
 
○委員長 
 それでは、説明員が交代となります。最後に商工費で質問漏れがございましたら承りた

いと思いますが。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、ここで昼食のため１時まで休みたいと思います。 
 

休憩 午前１１時５５分 
再開 午後 １時００分 

 
○委員長 
 休憩前に引き続き、審査を再開いたします。 
 ７款土木費 １項道路橋梁費 １目道路橋梁費。５３ページから５４ページ。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 道路橋梁維持管理費について、指定管理で事業が執り行われている訳ですが、その主体

は町にある訳でありまして、その状態を建設課としてはどういう形でその現場を見たり、

定期的とかその辺の関係についてはどうなっているのかお伺いします。 
 
○委員長 
 建設課長。 
 
○建設課長 
 今、加藤委員からご質問でございますが、基本的には指定管理ということでございます

が、当然町道の管理ということで、現課の方でも対応して行くという中身になってござい
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まして、経理につきましては月に１回定例的に監査をしておりますし、現場対応につきま

しても、現課である程度の期間を持ちながらパトロールしながら現場の対応をしていると

いう状況でございます。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 町としては、月に１度そういう監査、確認をしてるところだということですが、指定管

理についてはどう言う定期的にっていうのかはあるのかないのか。その辺はどういうふう

になっているのか、指導的には。 
 
○委員長 
 建設課長。 
 
○建設課長 
 中身的には当然定例的な監査をしてますので、その中で実際に支出している等々につい

ては当然町の方で監査をして行っているという状況でございます。 
 
○委員長） 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 金銭的なことではなくて、道路状態の環境ですとか、あるいは橋梁の環境ですとか、そ

ういう現場の実際の確認っていう形がなされているのか、どういう指導をなされているの

かっていう点について。 
 
○委員長 
 建設課長。 
 
○建設課長 
 現場の対応につきましても、先程述べたとおり私どもでもパトロールしながら現地を確

認していると。そして尚且つ指定管理者が行ったものについて、当然現場確認等々をしな

がら不備な点があった場合は、指示をしながらやっているという状況でございます。 
 
○委員長 
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 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 たまたま町民に言われたり、私が気づいたりして電話をいたしますと意外とすぐやって

くれる訳でございますが、ちょっとこれはどういうことなのかなという疑問を、やっぱり

一般町民から苦情、あるいはそういう指摘がされることの無いように、定期的にきちっと

した管理がなされないとまずいのではないかということがあります。一例を上げますと、

特に道路の関係っていうのは除雪の問題もありますし、草刈の問題もありますし、同時に

道路用地に生えている立木の関係っていうのが意外とあるような気もする訳であります。

大型機械、特にコンバイン等の時には一部伐採もされていたところも私も確認をしていま

すが、そういう環境の中では、もう少し定期的に風の吹いた後はきちっと見るだとか、あ

るいは倒木が無いのかとか、あるいは大きく茂っていないのか。意外と大きな町なんかに

ついては交差点等の部分しか無いと思う訳ですが、そうでない町道の大きな部分について

も色んな関係があるので。これは、毎回だと大変だと思いますので、定期的にある程度伐

採するなり、色んな管理をしないとならない部分があるような気がしますが、その辺の委

託費の関係なり、管理や考え方についてお伺いをしておきたいと思います。 
 
○委員長 
 建設課長。 
 
○建設課長 
 今ご質問がありました、枝払い等々についてでございますが、当然私どももパトロール

しながら注意を払っているところでございますし、当然指定管理者におきましても、日常

的なパトロールの中で色々と現場を精査しているという中身でございます。ちなみに２１

年度の実績で申し上げますと、路肩の草刈、それから枝払い等々については、実質日数と

しましては８０日間ぐらいの実務行動をしているという内容でございます。予算的なこと

を申し上げますと、維持管理に係る経費といたしまして平成２１年度の実績で行きますと、

決算額で草刈、枝払い等々に関しましては約４千万近い事業費がかかっているという内容

でございます。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 今、課長の方から十分にされているということですが、十分されていれば倒木や茂った

所が無いっていうのが基本であります。その辺を十分にもう一度確認をして進めて頂きた
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いと、このように思います。 
 
○委員長 
 建設課長。 
 
○建設課長 
 指定管理者、そして私どものパトロールを強化しながら、そういう場所が無いかどうか

確認をしながら進めて参りたいというふうに思っております。 
 
○委員長 
 加藤委員、よろしいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２目道路新設改良費、５４から５５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２項都市計画費、１目公園費。５５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３項住宅費、１目住宅管理費。５６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２目住宅建設費、５６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、ここで説明員の交代があります。土木費について質問漏れございま

せんでしょうか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 それでは、説明員交代となります。暫時休憩お願いします。休憩中に消防費の審査を行
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いたいと思います。 
 
○委員長 

８款消防費、１項消防費、１目消防費。５６ページ。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 直接ではないかと思うんですが、高規格救急車が新しく入って、これで病院に搬送をし

なければならない訳ですが、そういう環境の中で大変な業務がなされていると思うんです

が、その受入体制の病院関係について、その非常に苦慮したこと、そういうことは現時点

まで無かったのかどうなのか。これ有名なところなんですが、基本的にはその人の行きつ

けの病院ですとか、家族の了解だとかそういうのは承知はしてる訳ではありますが、それ

らを含めてトータル的に病院搬送に向かって苦慮したことは無かったのかどうなのか。ち

ょっとお伺いをしておきたいと思います。 
 
○委員長 
 消防分署長。 
 
○消防分署長 
 只今の加藤委員のご質問にお答えをさせて頂きます。救急搬送につきましては、従来か

ら地元の医療機関が診療所ということで、なかなか救急傷病者の受入れが難しい面もござ

いまして、現実な対応としましては斜里、小清水、網走の町外に搬送しているのが実態と

いたしましては多い訳でございまして、本年４月に前大谷クリニックからクリニックきよ

里に医療機関が替わったという部分がございました。すでに５ヶ月が経過している訳です

が、クリニックきよ里につきましては、我々現場といたしましては救急傷病の方を受入れ

して頂ければ一番ありがたいのですが、なかなか医療の体制の問題、スタッフの問題等が

ございまして、現実的な部分といたしましては４月以降につきましても町外に搬送をして

受入れをして頂いている実態でございます。それでご質問にございました、救急搬送その

ものについての大きな問題は現在のところ特には起きてございません。ただ、地元でない

ものですから距離的な部分ですとかそういう部分で本来の姿で地元にあればという希望は

ございますけども、その辺徐々に救急受入れについては変わって行って頂ければと期待は

してございます。以上でございます。 
 
○委員長 
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 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 とりあえずは、搬送先に問題が無ければ結果的には大変苦労した事が１件も過去には無

かったという事で理解してよろしいのかどうなのか。その辺が非常に私は、その基本的に

清里に病院があっても、診療所であって救急の受入れをして頂けない。よって全て町外だ

と。そういう中では現場の声として苦慮した事は無いのかどうなのかというお尋ねをした

のですが。全く無かったと、こういうことで理解して良いのかなと。もしあれば後から教

えて頂きたいのですが。出来れば搬入、過去にもデータとしてあるのかも知れませんが、

搬入先の病院名はともかくとして町村名ぐらい年間の部分の中で、データ的に例えば斜里

に何件、小清水は何件っていう今データがあれば教えて頂きたいのですが。 
 
○委員長 
 消防分署長。 
 
○消防分署長 
 昨年と今年８月現在までのデータでございますけれども、昨年４月から本年の３月まで

の１年間の搬送機関別の内訳でございますけども、昨年は地元に大谷さんがあったという

部分がございまして、全体で１３７件出動件数がございました。その内、大谷さんが２件、

斜里国保病院に３６件、それから小清水赤十字病院につきましては３９件、網走厚生病院

につきましては２１件、網走脳神経外科病院が１６件、網走のこが病院に４件、中央病院

に１件、それから同じく網走の向陽ヶ丘病院に２件、網走市全体としては４４件搬送して

ございます。それから、滅多にないのですが北見市の転院搬送だとかの部分で行く機会も

ございますので、その件数が北見赤十字病院に昨年度５件ほど搬送出動してございます。

今年の４月以降から先月の８月末までの実態でございますけれども、斜里国保病院に９件、

それから小清水赤十字病院に３１件、合わせて３町で４０件ほどの搬送件数、それから網

走市内につきましては厚生病院に６件、脳神経外科病院に６件、こが病院に１件、向陽ヶ

丘病院に１件と網走市全体で１４件ほど搬送してございます。それから北見に１件ほどご

ざいましたが、これは病院から病院の転院搬送でございまして、実質的には直送ではなか

ったんですが１件ほど出動件数にはカウントしてございまして、合計５５件８月末までに

出動の搬送がされております。先ほど答弁漏れがございましたが、クリニックきよ里につ

きましては、春の開業の時にも若干その辺の対応どうなのかとお話もさせてもらいました。

４月時点ではまだ患者さん等もまだ新しい患者さんがほとんどでございまして、クリニッ

クの説明ではある程度かかり付けの患者さん等が増えて来れば、それは当然こちらから連

絡を取った形で、受入れを確認した上で診て頂くという形になりますが、その辺も今後動

きがございましたらそういうことで対応して行きたいと考えてございます。 
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○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 消防部門であとこれから中に入って行けない訳でありまして、これらの事を踏まえてこ

の診療所は清里の中にあるけれども、救急体制が完備されていないということは、果たし

てこれで地域医療が確保されたと言えるのかどうなのか。あるいは受入先病院等について

今後どうして行かないとならないのか。これは大きな問題なような、これからの大きな問

題なようなテーマでもあるような気がいたします。私達議員も真剣にこのことについて、

どういう形が清里にあった地域医療なのか。行政側と共に協議をして行きたいなと大きな

テーマのように思って、これで終わります。 
 
○委員長 
 他にございますか。 
 澤田委員。 
 
○澤田委員 
 高規格救急車、昨年導入になって高度医療処置資材も積載されたということで、今まで

の救急車とどれぐらい精度とか救急体制が迅速化になったのか、お知らせ願いたい。 
 
○委員長 
 消防分署長。 
 
○消防分署長 
 澤田委員のご質問にお答えしたいと思います。高規格救急車につきましては、皆さんも

ご存知かと思いますが、本年１月から導入されまして実際に運用が開始されてございます。

８ヶ月ほど経過した訳でございますけども、１月以降の搬送の件数につきましては全体で

９４件ほど現救急車で導入されましてから搬送してございます。その中で、色んなケース

の傷病者がいらっしゃる訳ですけれども、今度導入されました救急車につきましては、前

の前救急車と違いまして一回り大きな救急車で、当然装備の関係もかなり良くなりまして、

中の装備といたしましては大きく変わったところは防振ベッド、以前ですとガタガタとし

た固いベッドだったんですが、今回防振ベッドということで、患者に負担のかからないそ

ういったベッドが今回装備をされたと。また、その他に細かい部分では医療機器が沢山ご

ざいますけども、高規格という名前のとおり救命処置が出来る、色んな救命処置の機械が

ございまして、それらもかなりの点数が装備されて当然救急隊員、救急救命士も含めまし
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て車内での救命処置がかなりそういうもので出来るようになったという部分もございまし

て、以前から見ますとかなり医療機関までの搬送の間の処置がかなり高度なものが出来る

ようになったというのが大きな特徴でございます。そういうことで救急隊員もこれらの物

を使いこなせないと全く意味もございませんので、当然毎月救急の救命処置の訓練なども

常々やっておりまして、本当の救急出動の時に対応するために職員も技術を高めるために

努力しているところでございます。以上でございます。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
 
○澤田委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございますか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 消防費終わります。 
 説明員交代のため、暫時休憩します。 
 
○委員長 
 引き続き、９款教育費 １項教育総務費 １目教育委員会費。５６ページから５７ペー

ジ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、２目教育諸費、５７から５９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようなので、２項小学校費 １目学校管理費 ２目教育振興費。５９から６１ペー

ジ一括でお願いいたします。 
 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３項中学校費 １目学校管理費 ２目教育振興費。６１から６２ペ

ージ。 
（「なし」との声あり） 
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○委員長 
 無いようですので、４項社会教育費 １目社会教育総務費。６２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２目生涯教育費、６２から６３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３目生涯学習総合センター費、６３から６５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、４目図書館費、６５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、５項保健体育費 １目保健体育総務費。６５から６６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２目清里トレーニングセンター費、６６から６７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３目町民プール費。６７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、４目札弦トレーニングセンター費、６８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、５目スキー場管理費、６８から６９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、６目学校給食センター費、６９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、ここで説明員が交代となりますが、教育費について質問漏れござい

ませんでしょうか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 それでは説明員交代のため、暫時休憩いたします。 
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○委員長 
 それでは、１０款公債費 １項公債費 １目元金 ２目利子。６９から７０ページ、一

括でお願いします。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようなので、１１款予備費 １項予備費 １目予備費。７０ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、ここで説明員交代となります。 
 
○委員長 
 それでは引き続き、一般会計歳入の審査に入りたいと思います。 
 町税１款町税、１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２款地方譲与税、１から２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、３款利子割交付金 ４款配当割交付金 ５款株式譲渡所得割交付金、

２ページ一括で審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、６款地方消費税交付金 ７款自動車取得税交付金 ８款地方特例交

付金、２から３ページ一括で審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、９款地方交付税、３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、１０款交通安全対策特別交付金、３から４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので続きまして、１１款分担金及び負担金、４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
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 無いようですので、１２款使用料及び手数料、４から６ページ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、１３款国庫支出金、６から９ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、１４款道支出金、９から１２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、１５款財産収入、１２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、１６款繰入金 １７款繰越金、１２から１３ページ、一括で審査お

願いします。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、１８款諸収入、１３から１４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、１９款町債、１４から１５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、２０款寄附金、１５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、実質収支に関する調書、７１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、財産に関する調書、公有財産、物品、債権、基金、１から６ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、基金の運用状況、７から８ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、ここで説明員の交代となります。一般会計歳入につきまして質問漏

れございませんか。 
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○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 ３ページの５款の地方特例交付金でちょっとお聞きしたいのですけども、当初予算３５

０万ですね。それが、補正で増えまして７８０万円になっている。この地方特例交付金っ

ていうのはどんな内容になっていますでしょうか。 
 
○委員長 
 総務課長。 
 
○総務課長 
 地方特例交付金の関係でございますけれども、制度的には平成１５年９月に改正されま

して一般会計より交付税特会等の繰入関係の部分で特別減税等が行われた場合について、

それをですね、補填をして行くという考え方の国の制度でございまして、例えば制度的に

減税特例が出来た場合について、それが地方税に影響して来る、その歳入の減が地方税で

起きる場合について、それを国の特例的な措置として補填をして行く制度、こういったも

のが地方特例交付金の制度となってございます。特に平成１８年以降については、ご存知

のとおり税源移譲が所得税、地方税の関係で動いていましたから、その部分、その部分で

年度ごとにですね、その割合に応じて特例交付金が交付されたっていう形と、それともう

一つは平成１８年より児童手当の対象部分が拡大されて来たっていう形の、その分につい

ては国の制度ですから一定の特例的な措置として国が交付金で措置をする、そういった形。

それと恒久減税、先ほど申し上げました恒久減税が伴って移行期間になって急激に恒久減

税を行った場合について国税収入が減る、それに伴って地方交付税が減って行く。そうい

った補填措置として３ヵ年とか年度を決めた中において、それを調整率をかけながら地方

の財源をある一定程度担保して行く。そう言った制度の中で平成２１年度の地方特例交付

金を支給されている、このようにご理解頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 中西委員、いいですか。 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 ちょっと聞き逃してしまったんですけども、もう１点。１２ページですね。１５款の財

産収入のところでですね、当初予算よりマイナスになったというか、補正でマイナスにな
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っている訳ですけども、当初の時の財産収入で見込んだのが何か原因があって、１,３９７

万何がしがマイナス補正で１００万ちょっと、そして１,２００万になったということだっ

たんですが、これは何か当初見ていた財産収入であったんでしょうか。 
 
○委員長 
 総務課長。 
 
○総務課長 
 収入のところの２目利子及び配当金の関係で、当初予算で計上した部分における利率、

平成２１年度におきましては、短期のプライムレート、利子が金融の関係で、金融緩和関

係で非常に急激に落ちて来た。１年間の定期そのものが平均しますと０．３２というよう

に大きく２０年度から落ちて来た。その影響によって、こういった最終的な補正でその調

整をさせて頂いたと、このようにご理解頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 中西委員、よろしいですか。 
 
○中西委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 それではここで、説明員が交代となります。以上で、一般会計の歳出歳入審査を終わり

たいと思います。 
 
○委員長 
 それでは、特別会計の決算審査に入ります。 
 介護保険事業特別会計、歳出４から７ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、歳入１から３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、実質収支に関する調書８ページ、財産に関する調書９ページ。一括
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で審査願います。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので次、国民健康保険事業特別会計、歳出５から１１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、歳入１から４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、実質収支に関する調書、財産に関する調書、１２ページから１３ペ

ージ。一括で審査お願いします。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようなので続きまして、老人保健特別会計、歳出２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、歳入１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、実質収支に関する調書、３ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので続きまして、後期高齢者医療特別会計、歳出３から４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、歳入１から２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、実質収支に関する調書、５ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので続きまして、簡易水道事業特別会計、歳出３から５ページ。 
 
○委員長 
 藤田委員。 
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○藤田委員 
 これ、メーターの事だけお聞きしますが、私も議員をやって２８年目なんですけども、

何回か聞いたことがあるんですけども、このメーター、毎年２０何年経っても耐用年数が

来たら何年かで交代という、こうやって予算が上がって来るですけどね。その辺の今の現

代向けの中で、まだまだ改善させる余地が無いんでしょうか。その辺はどういう状況にな

っているのか、その辺をお聞かせください。 
 
○委員長 
 建設課長。 
 
○建設課長 
 今のご質問でございますが、水道メーターの更新につきましては、法に基づきまして８

年に１回更新をして行かなければならないということでございます。今現在、清里町では

１,６００戸近い戸数がございますので、それを年間大体戸数にしましても３００近くなる

時は、更新をして行くというような状況でございます。 
 
○委員長 
 藤田委員、よろしいですか。 
 
○藤田委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、歳入１から２ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 質問が無ければ次に移ります。実質収支に関する調書、財産に関する調書。６から７ペ

ージ、一括でお願い致します。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので次に移ります。農業集落排水事業特別会計、歳出３から４ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
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 無いようですので、歳入１から２ページ。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、実質収支に関する調書、財産に関する調書。５から６ページ、一括

審査になります。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので次に移ります。焼酎事業特別会計、歳出、２から４ページ。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 参考までに１３番の委託料の関係でですね、ホームページサイト維持費の委託料で６１

万ほど上がっている訳ですが、これにおける販売内容や状況等がどのようになっているの

か、お伺いをいたします。 
 
○委員長 
 焼酎事業所副所長。 
 
○焼酎事業所副所長 
 只今のホームページサイト維持管理委託料に関するご質問でございますけれども、これ

は年間で５１万６,６００円ほどかかっておりまして、焼酎事業全般を紹介するホームペー

ジと販売関係のサイトとなっておりまして、その運営維持管理費として充てております。

今、正確な数字はございませんが、大体年間で１００件程度の販売件数がございます。金

額については、ちょっと正確ではございませんけれども、大体８０万円程度となっており

ます。以上でございます。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 １００件程度あるってことで、８０万前後ということですが、そのアクセスサイドとい

うか、購入されているのはどの辺までと言いますか、道内道外、あるいは国外もある訳で

すが、その辺どのような分布なのか。あるいはその販売されている内容、品目等があれば

どういうような状態か。現時点でこれを開設していて今度どういうところに改善、あるい
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はポイントを置いて行こうとしているのか、その辺についてもしあればお伺いをしたいと

思います。 
 
○委員長 
 焼酎事業所副所長。 
 
○焼酎事業所副所長 
 只今の販売に関します、地域的な部分あるいは内容でございますけれども、地域的には

大体道外の方が多い状況でございまして、８割程度が道外からの注文になっておりまして、

海外からは１件もございません。今後のこの運営に関してですけれども、現在製品の紹介

の画像ですとか、今まで更新した事がございませんので、予算内で将来的には、今単純に

製品をそのまま写してますけれども、少しイメージ的なものに変えて行くとか、そういっ

たことも検討して行きたいというふうに考えております。 
 
○委員長 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 大雑把な形しか今は出て来なかった訳でありますが、是非この次の委員会等の中では、

それらの内容や数字や品目ごとの提示をなされるように希望しておきます。 
 
○委員長 
 答弁はいいですか。 
 
○加藤委員 
 はい。 
 
○委員長 

他にございますか。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無いようですので、歳入１ページ。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、実質収支に関する調書、財産に関する調書、５から６ページ。一括

審査お願いいたします。 
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（「なし」との声あり） 
○委員長 
 無いようですので、特別会計全般にわたりまして、質問漏れがございましたら承りたい

と思います。 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 最後に焼酎関係全般についてってあるのかなと思ったら無かったので、ちょっと焼酎関

係について１点忘れていたので。先だってのふるさと産業まつりの中で、清里の水が販売

されていた訳ですが、確か１００円であった気がする訳です。町内の色んな施設や関係で

は１５０円から１２０円となったと記憶している訳ですが、イベントの中では今後ともそ

ういう形で行くのか、あるいはそれが最低なのか、むしろもうちょっと努力をして多くの

消費の中での量による販売のメリットを出して行くのか、あるいは水のラベルの後ろに例

えば焼酎の宣伝も同時に入れるだとか、色んな形があるかと思うんです。ただ、その中で

単価問題がちょっと知らない内に、コロコロと変わっているような気もするので、１５０

円から１２０円になった時の説明も何も無かったような気がしますし、その辺についてち

ょっとお伺いをしたいと思います。 
 
○委員長 
 焼酎事業所副所長。 
 
○焼酎事業所副所長 
 只今のご質問でございますけれども、町内で行われます各種イベントにおきましては、

従来より通常卸しを通じて小売店さんに焼酎を販売しておりますけれども、特殊な町内に

おけるイベントということでございまして、緑のフェスティバル、以前で言いますと焼酎

フェスティバル、今年はにぎわいまつりということで行っておりますが、さらには産業ま

つりと、町内の小売店さんが免許を取得して頂いて、そこで販売して頂いております。そ

ういった特殊なイベントでございますので、工場から直接出荷をしておりまして、その分

焼酎につきましても比較的廉価な形で販売して頂いております。水につきましても、その

ような形で焼酎に準じて販売させて頂いております。水の販売価格でございますけれども、

これにつきましては、従来、委員ご指摘のとおり１５０円ということで販売させて頂いて

おりましたけれども、色々諸般の事情と言いますか、値段が高いのではないかとかという

ご指摘も頂戴しまして、原価を見直しまして小売１２０円で販売するようにいたしており

ます。以上でございます。 
 
○委員長 
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 加藤委員、よろしいでしょうか。 
 加藤委員。 
 
○加藤委員 
 今後、委員会の中でよく論議をしたいと思います。 
 
○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 今、水の話が出てたんですけれども、さっき聞き漏らしたというか、先ほど藤田委員も

水道の事で出たんですけども、財産に関する調書のところで、物件の水利権のところでで

すけど、ちょっと私も２０年ほど議員をやらせて頂いているんですが、これは聞いたこと

も無いし、よく分らないのでちょっとお聞きをしたいんですけども。この物件の水利権で

すね、２つありますのは、おそらく江南と緑の水利権の事だと思うのですけれども、この

毎秒０．０１７３立方、メーターのリットル数は変わってはいないんですが、このリット

ル数、毎秒のリットル数っていうのはどのように計算するのですか。どこかの蛇口で調べ

た量を、水利権として権利を得ているんですか。それと、その備考欄に１,４９５立方です

か、毎日量がですね。その下が３９０で。これはどこで計っている量のことなんでしょう

か。水利権をもらっているということなんでしょうか。 
 
○委員長 
 建設課長。 
 
○建設課長 
 今のご質問ですが、委員がおっしゃるとおり２つの水利権につきましては、第１簡水、

清里町の方に来ている水利、それともう１点は札弦の方から引いている第２簡水の水利権

でございます。この量につきましては、湧水等々吹き出ている所がございますので、そこ

において１日で取水する量ということで計算した数字でございます。以上でございます。 
 
○中西委員 
 この量は、いつからこの量なのか分かりますか。水利権をもらって。その量っていうの

は計った事があるんですか。どこで計っているかちょっと分からないんですけども、場所

って言うんですか。これはどのようになっているんですか。 
 
○委員長 
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 建設課長。 
 
○建設課長 
 量につきましては、あくまで計画給水人口がございまして、そこに基づいて計算した数

値ということでご理解をして頂きたいと思いますし、取水した年度でございますが、今の

ところ簡易水道が始まった年度に水利権を取得しているということでご理解を頂きたいと

思います。 
 
○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 先程、加藤委員が質問していました中で、今清里の水を売っていますが、それがもし値

段を安くしてどんどん売れたら、これはどういうふうになるんですか。これは人口に関係

なくでしょ。同じ水道の水ですから、水利権も関係して来るんじゃないんですか。それは

どうなんですか。 
 
○委員長 
 焼酎事業所副所長。 
 
○焼酎事業所副所長 
 清里の水の中身は水道水でございまして、それを塩素除去して、さらに熱殺菌して販売

いたしております。参考まででございますけども、１本５００ミリリットルの量で販売し

ておりますので、１トンで２千本ぐらい。ですから１万本販売するといたしましても、５

トンぐらいの量で足りるということでございます。以上でございます。 
 
○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 くだらない質問だったんでしょうけども、今の人口で、先ほどは人口で給水している量

を換算しているということだったんですけど、水利権を得た時から変わっているのか、変

わっていないのか。今まで変わっていないということなんですけれども。清里の水も町民

が飲む水が足りないぐらい売れれば嬉しいだろうと思うんですけれども、これが例えば逆

に枯渇するとか、水が来なくなるだとか、そういうことになった場合、どこが誰が補償す

るんですか。この水については。それはきちっとなっているんですか。水利権ということ
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でお聞きしているんですが、清里町が持っている水利権はきちっと補償しているだろうと

思うんですよね。権利として。その辺どうなんでしょう。 
 
○委員長 
 建設課長。 
 
○建設課長 
 水利権につきましては、河川から当然水利権を取得している訳で、今回取っている水利

権については、清里町が水利権を認めるというような中身になっておりまして、先ほどご

説明いたしました給水人口の関係でございますが、今の計画で行きますと、第１、第２合

わせまして約６,２００人に対する計算上の水利権ということで取得をしているということ

でございます。 
 
○委員長 
 中西委員、よろしいですか。 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 切れたり、何かあった場合ということはおそらく無いと思いますし、断水っていうのは

今まで清里は無かったかもしれないけれども。ですが権利として取っているんだから、ど

こかできちっと補償して水は来るんだと思いますけれども、その辺のことについては何か

あるんですか。どこからどういうふうに持ってくるとか、そういう予防策というか対策っ

ていうのはあるんですか。 
 
○委員長 
 建設課長。 
 
○建設課長 
 あくまでこれは川から取る権利でございまして、それが枯渇した場合どこかから持って

来る権利とは違うというふうにご理解して頂きたいと思いますし、当然そういう緊急的な

事態が生じた場合には、地域住民にご迷惑をかけない形で色々と配慮して行きたい、対応

して行きたいというふうに考えてございます。 
 
○委員長 
 中西委員、よろしいですか。 
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○中西委員 
 いいです。 
 
○委員長 
 他、特別会計全般に渡りまして、質問漏れございませんか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 なければ以上を持ちまして、一般会計歳入歳出、特別会計歳入歳出に関して、各款ごと

の決算審査の方を終了させて頂きます。 
本日は、これにて散会いたします。明日は９時３０分から、総括審査を行いたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。ご苦労様でした。 
 

散会 午後 ２時００分 
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平成２１年度清里町各会計決算審査特別委員会会議録（第３日目） 
 
平成２２年 ９月１５日（水） 
  開 会    午前 ９時３０分 
    閉  会        午前１０時４７分 
 
 

○委員長 
 昨日に引き続き、決算審査特別委員会を開催します。 

只今より、総括審査を行います。各会計全般にわたって行います。 
 澤田委員。 
 
○澤田委員 
 総括審査の質問になるか分かりませんが、一つ行いたいと思います。平成２１年度一般

会計５８億４,８００万、特別会計が１５億円、総額７３億４千万円。歳出７２億円との結

果になっておりますが、財政の構造は自主財源１２億４千万円、依存財源４６億円と財政

指数、依存財源に頼るところが大きく、監査指摘からも指数上から財政が脆弱であると指

摘を受けたところでありますが、日頃の町の執行者の努力に対して敬意を表するところで

あります。我が町も人口の減少は加速度は進み、高齢化が進んでいるところでありますが、

今後、農業も商業も商店街も、高齢化や後継者がいないという担い手不足が大きな問題と

なっておりますし、過疎化の影響による飲食店の減少により街中に活気が無くなったとい

うように思われておりますが、言う人に言わせれば、行政の抜本的対策が無いからだと言

う方もありますが、それはどう捉えるかであります。まず、農業、商業、林業が活気と元

気を見出すことが雇用につながる第一歩だと思います。第５次総合計画策定部会でも、産

業を育てる部会の中でも、建設的な意見が出されましたが、なかなか抜本的な方向性を見

出すことが出来ない現状でありますが、最終的には将来を担う若い人がいかに知恵を出し

て頑張るかという場面をみんなでどう作り出して行くかということが、一つの今後の方策

だと思います。産業振興においては、２１年度経済関連対策で３１億円の内１６億円を２

２年度繰越して執行して、積極的事業の展開については評価されるところでございますが、

現状の農業、商工業、林業に対する今後の若者の活躍と雇用の増につながる方策は、何か

考えるべきところがあるので、方策はないかと質問したいと思います。観光、イベント等

を増やして、緑清荘の増築に伴い滞在人口の増加につなげてはいかがと、何か次の観光イ

ベントを考えてはと思います。 
 次に、高度医療に伴う医療費の増加、負担増と様々な町の検診、ドックの補助により病

気の早期治療につながり、今後とも検診の充実が必要でありますが、それによって医療費

の増大につながっていることもあり、現状の国保の状況はまずまず何とかやっている訳で
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すけれども、今後、医療費の増大にどう対応して行くのか、考えさせられるところがあり

ますし、年々救急患者も増えてまして、昨日の消防の救急の報告にもございましたように、

我が町でクリニックきよ里の救急入院病棟の受入れがまだ整わないということで、近隣町

村に診療をお願いしているところでございますが、近隣町村の病院の負担という面で、他

町村からの病院運営に対する我が町への資金的な依頼は来ているのか、今後救急体制に対

する近隣病院への資金的な対応はどう進めていくのかお伺いしたいと思います。 
 教育面に行きたいと思います。教育面では、清里は真面目で成績も道内でも優秀な方で

あるという話も聞いていますが、これも関係機関と教職員、ＰＴＡが連携してこのような

地域の教育に熱心であるということで、今後とも努力を願いたい訳ですが、現状の教育に

ついて、今後に向けて優秀な子供達を育てる教育をどのように進めて行かれるのかお伺い

したいと思います。田中議員の質問にもありましたが、小学校２校が統合により、放課後

の学童保育の充実が叫ばれておりますが、今後学童保育の充実をどのように進めて参るの

かお伺いしたと思います。それと、高校の存続の問題でありますが、生徒の減少によって

厳しい現状でありますが、現在のキャンバス校としての現状と、道教委との関係もござい

ますが、将来に向かってどのような努力をされて行くのかお伺いしたいと思います。 
 
○委員長 
 町長。 
 
○町長 
 澤田議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。総額で７２億を超える決算が出

来た訳であります。非常に依存財源が高い訳でありまして、これは色々理由もありましょ

うけれども、国の地方財政に対する政策の一つもかなり作用しているのかなと思う訳であ

りまして、いずれにいたしましても自主財源が多い方が良い訳であります。自主財源が増

えるような努力をして行かなければならないのは当然のことであります。その中で、広範

囲にわたりまして産業の振興でご質問があった訳でありますけれども、農業につきまして

も、ご承知のように国の政策の大きな転換がありまして、来年からまた新たな制度がスタ

ートする訳でありますし、また後継者の問題と色々ある訳であります。あともう一つは、

価格体系がどういうふうに変わって行くのか、先行きが見通せない問題もある訳でありま

して、清里町の農業というのはどちらかと言うと、３品中心の大規模農業で今日まで来た

訳でありまして、これからどういう国あるいは経済団体の動きがあるのか、見極めながら

進めて行かなければならないものと思っているところであります。そういった中で、産業

の振興、特に商店街の振興策につきましては、確か平成６年ぐらいからだと思いますけれ

ども、活性化事業を進めまして現在の町並みがある訳ですけれども、昨年、一昨年と休業

される店舗数も急激に増えて来ているのも事実であります。非常に働く場所が無いという

のは現実の問題でありまして、非常に困った問題であると思っております。そういった中
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で、澤田議員がよく言われます観光事業の関係でありますけれども、そういう一旦にでも

なろうかと思いまして、繰越明許事業という良い制度がありましたので、その事業に基づ

きまして、今緑清荘の改修が進められているところであります。特に増築部分につきまし

ては、限りなく１００％に近い補助事業の対象になったということで今進めている訳であ

りますし、併せまして古い部分の若返り工事もやらさせて頂いているところであります。

これを起爆剤にして、少しでも交流人口が増えるような施策を講ずることが出来ればいい

なと思っているところであります。また、健康づくりの関係でありますけれども、住民の

健康保持、増進ということで他の町に先駆けて、脳ドックを実施をしたり、色々な検診事

業を実施しています。また、保健師も増員しながら現在４名体制で住民検診に力を入れて

いる訳であります。今後ともこの大きな病気になる前に、健康な姿でおられるように、日

頃の健康づくり活動、こういったものを進めて行くことが大切ではないかと思っていると

ころであります。医療費の問題につきましては、医療の進歩と共に医療費の増大は、これ

は国家的な問題でありますし、一つの自治体が国民健康保険事業を維持して行けるのかど

うかという、こういった大きな問題も今はらんでいる訳でありまして、町村会全体といた

しましては、都道府県毎に国民健康保険制度も組換えをして欲しいという要請活動をして

いる最中でありまして、これに対して都道府県側は頑として受け入れない姿でありますし、

現在も大きなくくりにしなければなかなか大変になってしまいます。小さな人口規模のと

ころでは、重大な病気が発生した場合は一気に何千万という医療費の増高があるというこ

とで、これにつきましては、これからも運動を進めて行かなければならないところだと思

っています。また、救急患者の関係でありますけれども、これには色んなご意見がありま

して、澤田議員もご承知のとおり、以前は「お願いだから地元の病院には入れないで大き

な病院に真っすぐ運んでください」といったお願いの時期もありまして、町といたしまし

てはとにかくすぐ、緊急を要する場合は第１次医療が大切でありますけれども、そうでな

い場合は患者の希望に応じて大きな病院へ搬送ということで従来進んで来た訳であります。

今回、医療法人がまだ人手の関係で緊急救急患者の受入体制が整わないということで、現

在に至っている訳でありますけれども、いずれにしましても、住民の安心安全の下であり

ますし、何とか１次医療的な対応も出来るような日が早く来ることを願っているところで

あります。救急患者、近隣の町にお願いをしている訳でありますけれども、決算審査特別

委員会の中で述べましたように、網走厚生病院を中心に斜里、小清水にお願いしている訳

であります。その財政援助の関係でありますけれども、網走厚生病院と北見日赤について

は、この地域の基幹病院でありますから、これは、オホーツク振興局管内の市町村がそれ

ぞれ財政援助するという取組みになっておりまして、今話題となっております北見日赤改

築につきましても、総枠が決まりました段階で、おそらくそういう話が持ち上がって来る

事が想定される訳であります。網走厚生病院につきましては、何年か前だと思いますけれ

ども、改築の時に清里町も患者数に応じて負担をしているところでありまして、これらに

つきましては公益のものにつきましては、約束どおりして行かなければならないものと思
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っているところであります。あと教育関係につきましては、教育長の方から答弁をしても

らいますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
 
○委員長 
 教育長。 
 
○教育長 
 只今ご質問ありました教育関係３点について、私の方からご答弁申し上げたいというふ

うに思います。まず１点目の、今後の教育の振興についてでございますが、議員ご指摘の

とおり、本町は非常に保護者の皆様方、それから学校の教職員の皆様方の大変なご努力に

よりまして、全国学力学習状況調査の結果等につきましても、全国平均を上回るような成

績を残させて頂いているところでございます。このような状況にありますことをまずもっ

て関係者の皆様にお礼を申し上げたいと思いますが、今後につきましてもやはり大事なの

は基礎、基本、これをきちっと指導するということ、きめ細やかな教育、この一言に尽き

るのではないかなと思っております。また、学力についても学校で全てが出来る訳でない

訳でありまして、やはり子供達の学力定着のためには、家庭との協力が不可欠であります。

昨年から、このようなことから、家庭学習にかなり教育委員会としても力を入れてござい

まして、これらもかなり今定着がされて来ているのかなというふうに思っております。し

かしながら、まだまだこれからの課題もございますので、本年度、今後５ヵ年の教育推進

計画を作成しまして、平成２３年度以降、これに基づいてまた子供達の学力向上のために

取組んで参りたいというふうに考えているところでございます。それから、２点目の学童

保育の充実の関係でございますが、学童保育につきましては、年々学童保育児童数も増加

をしておりまして、今年は６０名強の方が学童保育ということで登録をされております。

そのようなことから、指導員につきましても２名から３名体制にして、今学童保育を実施

しているところでございます。これにつきましても、指導員のみならずボランティアの皆

様方の協力によりまして、子ども農園等の事業、その他の色々な交流事業というようなこ

とも実施しております。限りある指導員でございますが、町民のそういうボランティアの

方々のご協力を頂きながら、より一層子供達に安全な午後の学童を進めて参りたいと考え

ているところでございます。それから、３点目の高校の存続についてでございます。一昨

日だったと思いますが、確か新聞、テレビ等の報道でもなされているかと思いますが、平

成２３年度以降の高校の配置計画について、道教委から正式に発表がされたところでござ

います。この発表を見ますと、網走東学区、清里が所属しているこちらの方の学区でござ

いますが、東学区においては平成２５年度以降、斜里郡３町について高校のあり方を検討

する必要があるというふうに明記をされたところでございます。これを受けまして、教育

局から昨日私の方に電話がありまして、今後においては教育局としても地元の保護者、Ｐ

ＴＡの皆さんのご意見を直接お聞きをしたいというようなことで、そういうような共有の



84 
 

場を設定して頂きたいというようなお電話が昨日、実はあったところでございます。これ

は、中学校、高校それぞれ別々で行いたいという意向があるようでございます。これにつ

きましては、また局の方と十分連絡を取ってみないと分からないのですが、第一報として

こういうようなお話があったということで、私どもとしては地元の意見を十分局の方に伝

えることが大事だというふうに思っております。ご存知のとおり、清里高校は一昨年にキ

ャンバス校となった訳でございますが、非常に高校の先生方の努力によりまして、特色あ

る教育を進めて頂き、学業も非常に成績が上がっているというような状況にございます。

私どもとしましては、やはり特色ある高校になることによって、他町村からも生徒が来て

頂けるとこのように思っておりますし、やはりこのような素晴らしい学校はいつまでも残

して頂くべきだというふうに考えているところだと思いまして、道立高校でありますが高

校の方とも十分連携を取りながら、今後とも存続のために努力をして参りたいというふう

に考えているところであります。以上を申し上げまして、答弁とさせて頂きます。 
 
○委員長 
 澤田委員。 
 
○澤田委員 
 町長の方に再質問をさせて頂きたいと思います。農家戸数も高齢化と担い手不足で、今

後どのように変わって行くかと言っても、規模拡大が進んでも限度があると思います。そ

んな中で、耕作地だとか引き取り手のない畑も出て来たり、色んな面で農業委員会も考え

ていると思いますが、町独自でも新規就農や色んな体系で、大規模の今の現状の４０ヘク

タール、５０ヘクタールの経営の新規就農は２億円ぐらい無かったら出来ないので、そう

いうのは無理なんですけど、清里にあった特色を活かした新規就農に取組む方法が無いか

検討願いたいと思います。それから商店街はなかなか難しいですけれども、商店街もうま

く担い手を見つける、色んな全国的な規模で取組んでもらいたいと思いますが、その辺は

今後の課題だと思いますので、町ぐるみで検討してもらいたい。農業委員会も含めて、農

地の関係、商工会一丸となって検討してもらいたいなと思います。医療の関係は現状を聞

きましたし、難しい問題もありますが町民の健康管理が一番大事なんで、薬代ぐらいで済

むようなことであれば、まあまあ良いかなと思うので、大きな病気にならないように今ま

でどおりドック、ミニドックなりの検診の補助を頂ければ、気軽に検診が受けられるので

はないかと思いますので。答弁は出来ないかと思いますが、新規就農と商店街の空き店舗

の対策について、もし方策があればお願いしたいと思います。 
 
○委員長 
 町長。 
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○町長 
 １点目の農業の関係でありますけれども、澤田議員もご承知のように、戦後農地制度が

農地解放され農業基本法が出来てからかなりの年数になる訳でありまして、清里町は農業

の規模拡大の最先端地であり、日本一でないかなと思っている訳であります。ご承知のよ

うに、規模拡大をしなければ畑作３品の場合はなかなか出来ないということで、行政も一

体となって規模拡大をし、現在を迎えている訳であります。根本にあるのは、個人財産で

ある訳であります。規模拡大をする時には、国、道をはじめ公の機関が一致協力して進め

て行く訳でありますけども、最終的には個人財産になってしまう。ですからご質問にあり

ましたように、新たに参入する場合に土地を購入してとなると非常に難しいという問題が

ありましょうし、また現在の価格体系では、借地料を払って現在と同じ農業をした場合に

ペイ出来るかってことになると、これもまた難しい問題が発生いたします。そうかといっ

て、この清里の中で２軒、３軒が小規模な野菜をやって安定した経営が出来るかといった

ら、これもまた色々不安になってしまう訳でありますし、非常に今、過渡期じゃないかな

と思っている訳であります。非常に乱暴な答弁になるかもしれませんけれども、やはりこ

れを打開しようとするということになりますと、この農地制度そのものを抜本的に直して

行かなければ、にっちもさっちも行かなくなってしまうと思います。ですから、清里町で

も現在おそらく１年に２軒か３軒、この後継者がいなくて借地をされる方が出て来ようか

と思います。これが高じていきますと、同じ地域内に土地を貸す人と経営する人と２組が

出来てしまう。また、極端になりますと戦前の地主様と、それを使用する層に分かれてし

まうような、そんな嫌いもある訳でありますし、これを改正するということになると国家

的な問題となりますし、非公式にはこういった問題が出て来ますよというお話はしてる訳

でありますけれども、色々お話をしていますと、財産権の問題であり、憲法に絡むような

問題であり、非常に難しいし、これ本当に知恵を絞って行かなければ難しい問題でありま

して、この行政もなかなか個人財産に対応出来ませんし、本当に非常に難しい問題をはら

んでしまっているなという、そういう思いをしている訳であります。一方では、農地を貸

付けしながら生活をしている人も出て来るかもしれませんし、なかなか難しい問題をはら

んでいるなと。いずれにいたしましても今後何とかして行かなければならない問題だと思

っております。清里町が日本で一番の最先進地であるからこそ、こういう問題が出来て来

るのかと。おそらく農地法制定当時はこういうことを想定していないと思うんです。本州

ではこういう大規模なってことは現在でもあり得ない訳ですから、本当にこの斜網地区、

十勝の一部分の大きな問題でないかなと思っております。この、農業基本法を忠実に守っ

て来た結果がこういうような姿になりまして、農業者には必ず後継者がいるという想定の

下の農地法の訳でありますから、非常に難しい問題だなと。色んな面でまた勉強して参り

たいなと思っております。あと、商店街の関係でありますけれども、清里に及ばず、どこ

の町を見ましても本当に大変な状況になってございますし、大都市ほど商店街の店舗数が

多いだけに非常に大変な問題となっている訳でありまして、どちらが良い悪いということ
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ではなくて、結局商店街が無くなって困るのは住民な訳であります。ですから、私はよく

お話するんですけども、極端に値段が違うのであれば別でありますけれども、そうでなけ

ればやはり地元で購入、地元商店活用ということが住民運動的な協力体制も必要でないか

なと思っている訳であります。ご承知のように、札弦、緑については店舗が無くなりかけ

た訳でありますけども、農協のバックアップにより店舗がある状況になっておりますし、

やはり地域に住んでいる皆様方の色んな面のご協力が無ければ出来ない問題じゃないかな

と思っております。また、商工会の皆様方にも、やはり住民に対するそういったアピール

も必要かなと、そういうふうに思っている訳であります。いずれにいたしましても、深刻

な問題だと思っております。本当にこれから新たな店舗が増えるという見込みがほとんど

考えられないような状況でありますし、何か良い方策が無いか悩んでいる最中であります。

あと、医療、健康の関係でありますけれども、これにつきましては、口で言うのは簡単な

んですけれども、昨日も脳ドックのご質問がありましたように、町といたしましては、基

本は今まで受診していない人に対し受けて頂きたい。そうでなければ３年に１度とかそう

いうことで進めて来ている訳でありますけれども、どうしてもリピーターというか同じ人

が受けられる傾向が強い訳です。３年振りに今年復活して、１回目は新たな人を対象にし

た訳でありますけれども、２回目については年数が経過している人も入れまして、確か昨

日１００に対して８０何人というお答えをしてると思いますけども、全員が受けられるよ

うな姿にこれからも保健指導して行く事が大切かなと、そのように考えてるところであり

ます。 
 
○委員長 
 澤田委員。 
 
○澤田委員 
 現状が厳しいということで、農家も規模拡大しているけど小作地でやっているという現

状、小作料を払って農業をやっているっていう人は残った人も厳しい現状でやっている訳

でして、これだけの大規模で飯が食えない、日本一の規模で食えないようでは農政が問題

なのか個人が問題なのかっていうことになりますけれども、農民が自身を持ってやれるよ

うな状態にして行かなければならないし、商店街の関係も今後減らさないように町民が努

力して商店街を利用することしか無いという現状かなと思います。医療の方も今後とも、

充実した現状維持は守って頂いて、町民の健康管理に努力頂きたいと思います。 
教育委員会の方で、キャンパス校の関係も道教委の方から連絡も来たということで、少

ない生徒の中でＰＴＡの方々は今後の学校の存続がどうなるかという不安要因が強いよう

で、高校のＰＴＡ会長さんもこの前、町で積極的に努力する方向は出来ないのかと。まあ

現状は知らない訳で、何ぼ優秀だからって言っても生徒がいなければどうしようもない場

面も出て来る訳ですが、特徴ある学校ということになりますと、教育委員会としても難し
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い対応になるかと思いますけども、何か特徴ある抜本的な考えが高校側にもあるのか、教

育委員会にもあるのか、もしあれば伺いたいと思います。 
 
○委員長 
 教育長。 
 
○教育長 
 清里高校の関係でございますが、年に２回ほど道教委主催の地区別懇談会ということで、

道教委から来てＰＴＡの会長さん等も出まして網走教育局の方で説明会を受けている訳で、

ＰＴＡ会長さんとしては、今年の春にそういうようなお話があって、大変不安になるのも

確かだというふうに思っております。我々の方としましても、ただ今言っておられますの

は、単に画一的に人数合わせで、学校を閉鎖してもらっては困るということを声を大にし

て言っている訳でございます。今、議員ご指摘のとおり特色ある学校と言われまして、じ

ゃあこうしますというものがなかなか無い訳でございますが、１点、やはり高校として何

が必要かということになると、高校に進んだ子供達が将来自分の考えている事を卒業する

時にきちっと実現できる。例えば、就職を希望している方は必ず就職が出来る。それから

上位の学校に進学される場合には、そう言う学校へ進学するための手助けをきちっとやっ

て頂けると。やはりこういうような学校であれば、子供達も足を向けてくれるというふう

に考えております。ご承知のように、町におきましても特色ある学校づくりということで、

本年度も約８００万円ほどの補助金を支出している訳でありますけども、これにつきまし

ては色々なところのゼミを引き込んで勉強したり、各種の資格取得、これらについてはか

なりの件数ですね、生徒の皆さんが取って頂いているということで、また元は３年生だけ

が学習合宿ということでやっていましたが、今は１年生からということで、先生方も大変

な部分があるんですけども、１年生から将来の進路に向かって学習の取組みを進めるとい

うことで進めて頂いているところでございます。ご承知のように、おかげ様で昨年は国公

立の大学に６名の方が進学できたということでございまして、高校の方も一丸となって子

供の将来の進路ということでご協力を頂いておりますし、私どもも清里高校に入学した子

供は卒業する時には進路はきちっと出来ますよということをアピールしながら、高校と一

体となった教育推進に取組んで参りたいと思っておりますので、ご理解のほどをよろしく

お願い申し上げたいと思います。 
 
○委員長 
 澤田委員。 
 
○澤田委員 
 只今の説明を聞きまして、子どもが将来清里高校を出て良かったと思われるように、ま
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た昨年国公立に６名輩出したということで、そういう先輩の実績も他の後輩にも加味され

ると思いますし、今後とも特徴ある高校、中学校、小学校も全て、清里ならではの特徴あ

る学校になるように、ＰＴＡも含めてよろしくご努力のほどをお願いしたいと思います。

終わります。 
 
○委員長 
 答弁よろしいですか。 
 
○澤田委員 
 答弁があるようであれば。 
 
○委員長 
 教育長。 
 
○教育長 
 小学校、中学校を含めた特色ある教育ということであります。特に先ほどもお話があり

ましたように、来年３月末を持ちまして江南小学校、新栄小学校が清里小学校の方に統合

されるというようなこともございます。やはり慣れない学校に通うお子さん方が戸惑うこ

との無いように、これについては今学校の方とも十分打ち合わせをしながら子供さん方が

戸惑うことの無いような体制を作って行きたいと思っておりますし、またご承知かと思い

ますが、清里中学校においてはピアサポートということで、３年前から取組みを始めまし

て、非常に子供達の日常生活、学習に対する取り組みというのも非常に変わって来たと。

このピアサポートの取組みとして昨年行っているのが、中学３年生の修学旅行で、札幌の

ＪＲの西口前で、清里町のＰＲということで清里の水を教育委員会から少しおあげしてい

るんですが、子供達が全然見ず知らずの人に声をかけて、清里町をＰＲするというような

取組みをやっております。非常に子供達には勇気のいることですけども、将来的には大変

ためになるというふうに思っております。今年もそれをやりました結果、札幌の方から町

の方に電話がありまして、「清里高校の生徒は非常に素晴らしい」ということを言っていま

して、子供達に声を掛けられた人はてっきり高校生だと思ったそうなんです。清里の高校

の生徒は素晴らしいということで、高校の校長からもお話があって、「こんな話が来たんで

すけども何のことか」ということで来たんですけども、現実には中学生がそういう対応を

したのを、札幌の市民の方は高校生というふうにとったわけです。そんなことで一つひと

つ階段を上がってですね、清里で無ければ出来ないような取組みも行っております。先ほ

ども申しましたけれども、本年度教育推進計画を立てて参りますので、これに基づきまし

て、また特色ある教育を今後とも進めて参りたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。 
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○委員長 
 澤田委員、よろしいですか。 
 
○澤田委員 
 はい。 
 
○委員長 
 以上で、澤田委員の質問を終わります。 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 澤田委員がほとんど総括され、全般的に産業、教育、医療問題等質問されておりますの

で、私の方からは財政的なもの１点だけお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いい

たしたいと思います。２１年度の予算といたしましては、町民誰もが誇れる郷土清里町と

安全安心の町づくり実現に向けた中長期の展望に立った健全財政の堅持、さらには第２期

自立計画に基づく事務事業等の見直しと選択と集中による事業の重点化を行うと。第４次

清里町総合計画の後期５ヵ年計画と第２期清里自立計画を着実に推進する事を基本として

予算を立てられた訳です。その５つの柱の中で、１番目として第４次清里総合計画の後期

５ヵ年計画の推進による活力に満ちた町づくり。２番目に第２期清里町自立計画の推進に

よる自主自立の町づくり。３番目に住民協働・共生で築く安心安全な町づくり。４番目に

継続的な行財政改革推進と選択と集中による健全財政の堅持。５番目に緊急的な地域経済

と雇用創出対策への取り組み。この５つの柱の元に予算規模といたしましては、この変動

する財政環境に的確に対応すると共に、第２期清里町自立計画に基づく全般的な事務事業

の見直しと地域活性化に満ちた町づくりの面から予算の編成をなされたと思う訳でありま

す。この予算の金額といたしましては、一般会計で４２億４千万円。特別会計７会計で１

５億３,５１０万円。合計で５７億７,５１０万円という予算総額だったと思う訳であります。

そこで、２１年度の決算は総額で一般会計、特別会計合わせますと８９億４,２００万円。

これは約３３億円ぐらいの増額なんです。この中身としては、監査委員の意見にもありま

すように、国の経済緊急予算を活用して、国の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金、

この交付事業の効率の良いのを活用して、緑清荘、福祉センターの改築、麦乾燥調製施設

の増設、地域情報通信基盤整備、公共施設耐震補強事業、町内の事業者向けの修繕事業、

この６つぐらいの大きな事業であったと思います。先ほど澤田委員からも全体で３１億円

ぐらいの予算がオーバーしたのを１６億円ほどを２２年度に繰越して、積極的な事業展開

をしているというような監査の評価もある訳でございます。このことについて、私もこの

３３億円が当初予算より増えたっていうのは、未だかつて無いのではないかと思う訳です。
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私も長く議員をさせて頂いておりますけども、ちょっとした町か村の予算規模くらい１年

に増えたということなんです。よく町長もお話をしていましたけども、予算が付いて来た

ので議会ともゆっくり審議する時間が無かったと。座って審議する暇も無いと言うのか、

むしろ歩きながら走りながらで、私はもの凄いスピードで走って息が切れるんでないかな

と思うぐらいの勢いで進んでいるような気がした訳で、その中では議会との不信感と言い

ますか、十分審議が無いとか、議会軽視だとかって話も当然聞かれて来たかと思う訳です

けども、この予算規模３３億ぐらいの予算が増えたという訳です。まずこの色々お話をし

ましたように、その大型事業をやったからだと思うんですけども、町長にお伺いしたいの

はこの３３億は、当初予算は５７億で、これが小さかったのか。当初は身の丈に合ったコ

ンパクトな財政規模だったからなのか、当初予算の誤りでは無いと思いますけれども、町

長のお考えでこの３３億円が増えたと。積極的にやったんだからいいだろうけど、どうし

てこういうことが出来たのかっていう、率直な理由をまず第１点、お聞かせを頂きたいと

思います。その次に、これだけの予算が、依存財源で予算をついて来たんですけど、次に

依存財源も大事なことですけども、自主財源のことについてちょっとお伺いをしたいんで

すけども、当然これからもご承知のとおり、交付税の額は年々下げられておりますので、

依存財源がどんどん減って来るかと思いますけれども、自主財源について、この監査委員

の評価の中でも所々に、微妙に収入の減とか未収額が見られるんですけど、この未収入額

の主な原因、今までも色々あろうかと思いますけれども、今後こういうことも予想される

というような、ご意見があればお聞かせを頂きたい。収入未収額で見ますと、大した金額

ではないと思いますが、やはり税の公平性って言うか、負担の公平性ってとかってやっぱ

りこう言うものは、多少金額が少なかろうともきちっと負担してもらうものは負担しても

らはなければならないと。納税者の義務でもあると思うので。ですけども、他の町村から

見たら清里は確かに素晴らしいんですよ。素晴らしいんですけども、微増として未済額と

なっている。その理由って言うんですか。訳を聞かせて頂きたいと思います。この２点に

ついて、よろしくお願いいたします。 
 
○委員長 
 町長。 
 
○町長 
 予算規模でありますけれども、身の丈に合ったと言うか、適正な規模だというふうに判

断しているところであります。今回、農山漁村活性化プロジェクト事業、こういったもの

の採択を受けまして、農協の麦乾燥施設をはじめ、只今言われました色んな公共施設の整

備が出来た訳でありまして、清里町にとりましては、千載一遇のチャンスではなかったか

なと思っているところであります。中西委員ご承知のように、大きな事業を沢山しながら

一般財源、３億を超える額の積立をする事も出来た訳でありまして、この農山漁村活性化
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プロジェクト事業にこれだけではなくて、光ファイバー、あるいは耐震化工事におきまし

ても、ほとんど持ち出しの無いような状況で色んな事業が出来た訳であります。このこと

は、職員全体が時の流れに目覚めてただちに対応してくれた、これが原因ではないかと思

っております。以前から言われてますように、これかの地方自治というのは寝てる人は寝

かせておくのが地方自治でありまして、従来は国、総務省あるいは北海道から各自治体に

一斉に文書で、こういうものがあるからいつまでに申請しなさいという通知があった訳で

あります。それが地方分権が言われましてから、そういうことがなくなりまして、不親切

と言うか、それぞれ自治体ですから自立している訳ですから、国はホームページあるいは

報道等で周知をする。それともう一つは、都道府県も時々関与しなくなって来た訳です。

ですから今回の事業は北海道も知らない訳でありますし、さらに具体的に申し上げますと、

清里町は色んな事業をやっている、だからやりましょうと手を挙げた時にはもう駄目なん

です。私の記憶では、おそらく去年の５月の１ヶ月ぐらいだったと思っていますけれども、

その間にそして政権交代が行われた訳でありまして、そのちょっとの間に手を挙げた所が

今回の事業が実施できるという、こういった非常に厳しい環境下の中で、清里町が事業採

択されたということであります。そして、ただ事業が採択されただけではなくて、例えば

皆さん方、農協の麦乾燥施設をご承知のとおり、本来であれば２分の１補助が国の最大限

の基準なんです。今年やるところは、４割補助ということも聞いております。最大限が５

割ですから。清里町は５割補助を受け、さらに特別枠で３割５分以上の補助を受け、そし

て議会のご了承を頂きながら過疎債で対応して頂きましたから、例えば農協の麦乾燥施設

につきましては約９割近いような結果になった訳であります。これ裏を返しますと、組合

員個々で割り返しますと１８０万から２００万近い経費負担軽減になるということであり

まして、これは町が全額出したのではなくて、町の色んな職員の結果的対応が早かったも

のですから、色んな財政措置が国から受けられたということで、このようなことになった

訳であります。こういった状況で現在進んでいる訳でありまして、その中でこの地方交付

税の関係でありますけれども、地方交付税はちょうど平成１２年、２０００年ですか。小

泉内閣の時に非常に交付税の見直しが行われまして、清里町におきましても３２億あった

ものが、ご承知のように２３億台まで減額になった訳であります。その後、全国的な動き

で色々運動もされたこともありますけれども、今回総務省の考え方というのは、今年も２

３年もそうですけども、地方交付税は厳しい査定は受けますけれども、基本的な総枠につ

いては減らさないということで進んで来ている訳ですから、ですから２２年度予算につき

ましても２４億以上の計上がされている事と思います。また今の予定では、２３年につい

ても減らさないというふうに伺っておりますので、地方交付税については良い訳でありま

すけれども、ご承知のとおりその他の建設事業、土地改良、農業関係、これらは大激減を

している訳であります。ですから、現状維持あるいはプラスのところと減るところと、良

いか悪いか別にしまして、国はメリハリをはっきり付け出して来たという、そういうよう

な状況でないかなと思っております。２３年はこれからの動きですから注目をして行かな
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ければならないところだと思っているところでございます。あと、未収額の関係でご質問

されましたけども、清里町はモデル的に非常に町民の皆さんのご協力を頂いておりますこ

とと、職員が連携して一丸となって徴収活動に努力している成果もありまして、抜群に良

い訳であります。細かい数字はちょっとわかりませんけれども、１００％からそう遠くな

い数字になっている訳であります。例えば国民健康保険税を例にとりましても、９８，９％

の収納率がありますし、この国保税につきましては非常にどこの町も頭を悩ませている問

題でありまして、悪い所は７割８割のところもある訳でありまして、非常にこういう経済

情勢化のものですから、徴収率を伸ばすということは大変なことだと思っておりますし、

あともう一つは、清里町を例にとりますと現在納められないという方々は、どうやっても

納められない方ということでありまして、非常に難しいのかなとそのように感じている訳

でありますけれども、うちの担当職員は、当該年度が駄目でも翌年、経済状況が多少良く

なれば前年度分もお願いしたり、色々努力をしながらしているのが現実の姿な訳でありま

す。もしよろしければ、具体的に担当職員の方から答弁させますけども。それでは、具体

的な内容につきましては職員の方から説明させます。 
 
○委員長 
 町民課長。 
 
○町民課長 
 只今ご質問のありました、徴税等の収入の関係でございますけど、基本的には未納者に

対しまして定期的な納税相談を図っております。それともう一つ、役場庁舎内で税等収納

向上推進連絡会議、これは町民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療の保険

料、水道料、下水道料、住宅使用料、保育料、給食費等の町のあらゆる歳入に対しまして、

連携を取りながら収納対策を進めているところでございます。またもう一つといたしまし

ては、町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例等がございますので、福祉サー

ビス等を利用する場合については、税の納税を確認しながらサービスを提供しております

し、未納者につきましては分納あるいは納税相談を受けて、分納で納めて頂きながらサー

ビス提供するとか。ですから基本的に福祉サービスを受ける場合については、税の納税が

基本となっております。それと、最近国税で所得税等の源泉の還付金等については、積極

的に町としては差押えをやっております。それで昨年度においても、所得税の源泉還付の

差押えは１２件ほどやっているところでございます。それから今年度は新たに自動車税で   

月割り還付のある方についても、これ道税でございますけど、差押えをやって参りたいと

考えてございます。それともう１点は、どうしても税の滞納者については多重債務者と言

いますか、サラ金の複数の債務と言うか多重債務でにっちもさっちも行かない方がいらっ

しゃいますけど、そのような方については、まずは消費者相談とか、弁護士等がございま

す法テラスに紹介をして多重債務を解消した後に、また税を納めて頂く。このような方法
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を取っているところでございます。以上で、説明を終わらせて頂きます。 
 
○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 この大型予算を清里に入れられたっていうのは、今の町長の答弁ではいち早く職員がそ

の情報をキャッチして取り入れられたということですので、この情報をやはり持っている、

アンテナをきちっと上げて、どこから情報が入って来ても的確に出来るというのは素晴ら

しいことだと思います。今の町長のお話の中では、当然上からは情報が流れて来ないのか

もしれないけれども、国のメニューというのは沢山あると思うんですけれども、それを私

もどこかで聞いたことがありますが、そのメニューを調べるか調べないかは、我が町に合

うメニューにはどういうものがあるのかっていうのは町長以下、職員が調べなければ、黙

ってては来ないのかもしれないですね、確かに。ですから積極的に職員の方がそういうメ

ニューを探されていると言うか、情報収集をアンテナを張ってやっていると言うのは、そ

ういうのは素晴らしいことだし、今後ともやはりそういう情報を得て、これからどんな事

業があるかどうかはちょっと分からないんですけれども、やっぱり我が町はそういう依存

財源の部分、そういう事業が無ければ立ち行きならないと思います。それで、麦の乾燥施

設なんかも確かに大きくして頂いて助成してもらっているんですけれども、今年について

はちょっと不作で溢れるほど取れなかったんですけれども、今後ともそれが２割増という

ことで助成してもらったんですけども、２割減になってしまって。これがやはり我々町民

もそうですけれども、町の力も借りてどんどん増収して溢れるぐらいのことになれば良い

かなと思う訳でございます。またもう一つ色んな事業で重大なこともあるんですけれども、

耐震化なんかも庁舎がきちっとなって今工事中なんですけども、大きな災害が来ても庁舎

だけが残って、後の民家が全部壊れてしまったということでなくて、やはりそういうのに

も目を配って安心安全な町づくりをして頂ければと思います。それから税の徴収ですけれ

ども、確かに職員が一生懸命やって頂いていると思う。私以前に聞いたことがあるんです

けれども、税の係の方が滞納者の所に行って、農家の方だと思うのですけれども、自分の

所で作った鶏の卵をもらって、また鶏をもらって帰って来たというようなこと。それが自

分が職員が立替えて払ったというようなことを私も聞いたことがあります。またある所で

は、先ほど差押えも何軒かやったって言うんですけれども、子供達にあのおじさんにテレ

ビを持って行かれたんだとかというようなことで、凄く嫌な思いをしたっていうようなこ

ともお聞きした訳でございます。これまた職員の方はおそらくは時間外にこういうことを

されて嫌な思いをしたり、また納税者の気持ちが分かって自分で立替えたっていう、そう

いう清里の職員の考え方、または納税者の考え方もあるんだと思いますけど、その中に現

在があるんだと思う訳です。そういうことが引き継がれて、そういう気持ちで先輩がやっ
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て来たってことで今日まで税の公平性が保たれて、そして税意識が高まっている清里町で

なかろうかと思っている訳です。なので、時間外についても、おそらくこういうチームを

作っているって言うんですけれども、本当に嫌な思いをすると思うんですよね。どうして

もやっぱり納められない人もいるということで、先ほどもお話の中では、分納してもらっ

たり、少しずつもらったりして、それが一番大事だと思うんです。やはり行かなければ薄

れてしまうだろうし、その気持ちが無くなってしまうので、何回か足を運ぶということが

一番大事だと思うんです。十分にその時間外等も出されているかどうか、ちょっとお聞き

したいと思うんですけれども。その辺はどうなんですか。 
 
○委員長 
 町民課長。 
 
○町民課長 
 只今のご質問で、徴収の場合の時間外等の関係でございますが、夜間徴収等はそんなに

ございません。滞納者はどちらかと言うと高齢者とか、仕事をしていない方が多いので。

当然、夜間勤務した場合は時間外の対象となりますが、時間外の時間数等はそんなにござ

いません。 
 
○委員長 
 中西委員。 
 
○中西委員 
 これはちょっと確認しておきたいんですが、税等収納向上推進連絡会議というのは、ど

んなメンバーで人数はどれぐらいでやっておられるんでしょうか。 
 
○委員長 
 町民課長。 
 
○町民課長 
 庁舎内の税等収納向上対策推進連絡会議、これにつきましては先ほどご説明いたしまし

た税関係、使用料関係、保育料、給食費、それぞれが担当している所管の主幹あるいは総

括主査等が中心となりまして、滞納者に対します情報交換、あるいは例えば何月何日に何々

手当が支給になるので、この日に例えば保育料を頂きに行ったら良いのではないかとか、

そういう情報交換をしているところでございます。以上でございます。 
 
○委員長 
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 中西委員。 
 
○中西委員 
 今後とも町長をはじめ職員の方には一生懸命努力されまして、自主財源に努めるよう努

力されて頂きたいと思います。以上でございます。 
 
○委員長 
 以上で、中西委員の質問を終わります。 
 以上で、総括審査を終わります。 
 細矢副委員長、登壇お願いします。 
  
○委員長 
 これを持ちまして、平成２１年度各会計の決算審査を終了させて頂きます。 
 委員各位並びに理事者、職員各位に対し、３日間審査運営に特段のご協力を頂きました

ことに対し、厚くお礼申し上げます。審査中に、各委員から出されました意見などにつき

ましては、今後十分検討頂き、明年度の予算編成にまた行政執行に活かせますよう要望申

し上げます。経済、社会情勢など大変、変化の厳しい激しい厳しい時代を迎えております

が、町民の福祉向上のため一層の研鑽とご努力をご期待申し上げまして、審査終了のご挨

拶といたします。ご協力、誠にありがとうございました。 
 
○委員長 
 ここで、暫時休憩いたします。 
 町理事者、職員の方は退席願います。 

（町理事者、職員退席） 
○委員長 
 休憩前に引き続き、審査を行います。 
 ここで、認定第２号 平成２１年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認

定第９号 平成２１年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定について、都合８件を

一括議題とします。 
 お諮りします。 

はじめに決算審査の意見の取りまとめを行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
（｢異議なし｣との声あり） 

○委員長 
 異議なしと認めます。 
 審査意見の内容について、事務局長に説明させます。事務局長。 
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○事務局長 
それではお手元に配付の審査報告書についてご説明を申し上げます。審査案件について

は、認定第２号から認定第９号まで、一般会計、特別会計の決算認定でございます。審査

期日については、２２年９月１３日から１５日の３日間。審査の結果については、各会計

については認定すべきものと決した。委員会の意見でございます。朗読いたします。  
平成２１年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算について、審査を行った結果、各

会計はそれぞれ適正に予算執行及び事務処理が行われており、所期の目的が達成されたも

のと認める。なお、健全化判断比率並びに他の財政指標においても、引き続き健全財政を

維持していると判断するが、町税・使用料等の自主財源は人口減少や景気低迷等により増

収の期待は厳しく、また、主要財源である地方交付税においても国の財政状況や政策等に

よる影響も懸念され、今後とも総合計画や自立計画に基づき将来を見越した財政運営が求

められる。また、経済対策による国の交付金を活用し、公共施設の増改築が行われている

が、有効活用と町民サービスの向上、維持管理経費の低減に一層努められたい。ついては、

今回の決算審査特別委員会での意見等を十分検討され、明年度以降の予算編成や行政運営

に生かされるよう望むものである。以上でございます。 
 
○委員長 
 審査意見の内容について、ご意見を伺います。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 異議なしとのことですので、以上で審査意見の取りまとめを終わります。 
 お諮りします。 

各会計の決算認定について、一括採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
（｢異議なし｣との声あり） 

○委員長 
 異議なしと認めます。これより、各会計一括して採決します。 
 この採決は、挙手によって行います。 

認定第２号 平成２１年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第９号 

平成２１年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定については、認定する事に賛成の

方は、挙手願います。 
（賛成者挙手） 

○委員長 
 挙手全員であります。 

したがって、認定第２号 平成２１年度清里町一般会計歳入歳出決算認定についてから、

認定第９号 平成２１年度清里町焼酎事業特別会計歳入歳出決算認定については、各会計

とも認定することに決定しました。 
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●閉会宣告 
 
 これで、本決算審査特別委員会に付託された案件については、全て審査を終了しました。

これで、決算審査特別委員会を閉じます。ご苦労様でした。 
 

閉会 午前１０時４７分 
 


