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第４回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年４月２２日（木） 

    開 会     午前 ９時００分 

    閉 会     午前１０時２５分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●総務課 

①平成２１年度国緊急経済対策活用事業財源及び繰越事業概要について  

②平成２２年度一般会計補正予算（第 1 号）の概要について  

③平成２２年４月１日付人事異動に伴う役場組織・職員一覧について 

④移住定住推進事業モデル住宅整備に係る町有地の無償貸与について 

⑤札弦地域公共施設整備基本計画（構想素案）について 

●生涯教育課 

 ①パークゴルフ場のオープン（予定）について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹       副委員長  細 矢 定 雄 

     委 員   中 西 安 次    委  員    田 中    誠 

   委 員    加 藤 健 次    委  員    勝 又 武 司 

  委 員  藤 田 春 男   ※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 

■総務課長       古谷 一夫    ■総務Ｇ主幹      岸本 幸雄 

■企画財政Ｇ総括主査  熊谷 雄二    ■企画財政Ｇ主査    阿部 真也 

■生涯教育課長     斉藤 敏美    ■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁 

 

 

○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 
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 ●開会の宣告 

 

○委員長 

 おはようございます。早朝よりご足労頂きまして。第４回総務文教常任委員会を開催させて頂

きます。 

  

 

○委員長 

 最初に１点目、町からの協議・報告事項と言うことで総務課の方から５点ございます。１点ず

つ説明をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 おはようございます。総務課の方からは５点協議・報告事項がございますので、それぞれ説明

申し上げます。 

 まず、第１点目の平成２１年度国の緊急経済対策活用事業財源及び繰越事業の概要についてで

ございますが、既に３月の常任委員会、また定例会等で予算的な事についてはご報告等申し上げ

ている所でございますが、最終的な２１年度の緊急経済の大型事業等に伴う財源等の措置が確定

いたしてございます。またその中におきまして一部事業については従来委員会においてご報告申

し上げている繰越事業の中で現在処理をして事業が進められている、こういった状況でございま

す。１ページをご覧頂きたいと思います。地域情報通信基盤整備事業から子ども手当システム導

入委託事業まで、全体的な事業の繰越額につきましては１６億強になってございますが、具体的

な内容につきましては、担当の総括主査より資料をもってご説明を申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは私の方から平成２１年度国の緊急経済対策活用事業財源及び繰越事業概要についてご

説明をいたします。資料の１ページをご覧下さい。上からご説明をいたします。地域情報通信基

盤整備事業、こちらにつきましては全体事業費が４億５千２５５万円、財源の内訳が国庫支出金

４億３千４２１万７千円、地方債とありますのはこちらは過疎債を充当してございます。過疎債

が１千７８０万円、残りの５３万３千円が一般財源となってございます。尚、この事業につきま

しては全て平成２２年度への繰越事業となってございます。続きまして役場総合庁舎耐震補強事

業につきましては、総体事業費が１憶１千３５万円でございまして、その内１憶７５０万６千円

が国庫支出金、残りの２８４万４千円が一般財源となってございます。尚、全体事業費に対しま

して７千７０１万円が平成２２年度への繰越事業となってございます。役場総合庁舎バリアフリ

ー改修事業につきましては、事業費が５千７４３万５千円、その内４千８２１万１千円が国庫支

出金でございまして、残りの９２２万４千円が一般財源となってございます。続きまして清里ト

レーニングセンター耐震補強事業につきましては、事業費が２千９２６万７千円に対しまして、

国庫支出金が２千９１８万８千円、残りの７万９千円が一般財源となってございます。地上デジ

タル放送受信設備整備事業につきましては、８４万円の事業に対しまして、５２万９千円が国庫

支出金、残りの３１万１千円が一般財源となってございます。緑清荘増改築事業、こちらにつき

ましては国の活性化事業プロジェクトでございまして、６億３千８７２万円の事業費に対しまし
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て、国庫支出金が６億３千７１３万９千円、残りの１５８万１千円が一般財源となってございま

す。尚、この事業につきましては４億３千６６４万８千円が２２年度への繰越事業となってござ

います。続きまして仮称でございますが町民会館整備事業、こちらは農山漁村活性化プロジェク

ト事業でございます。事業費が３億４千８８７万３千円に対しまして、国庫支出金が３億４千８

６７万８千円、残りの１９５千円が一般財源となってございます。こちらも２億３千７０１万円

が次年度への繰越事業となってございます。続きましてＪＡ清里麦乾燥調製貯蔵施設整備事業・

国補助分でございますが、こちらは事業費が５億７５０万円でございまして、こちらは全額国庫

支出金となってございます。尚、こちらは繰越額が２億１千５５０万円、工事分が繰越額となっ

てございます。続きましてＪＡ清里麦乾燥調製貯蔵施設整備事業、こちらは町の単独で補助をし

ている部分でございます。事業費が３億９千７５０万円に対しまして、国庫支出金が２億９千２

００万円、残りの１億５５０万円が地方債でございますが、こちらも過疎債を充当してございま

す。尚、こちらにつきましては１億５５０万円が次年度への繰越事業となってございます。続き

まして全国瞬時警報システム整備事業、１６０万円の事業費に対しまして、国庫支出金が１４０

万円、残りの２０万円が一般財源となってございます。尚、こちらは全額次年度への繰越事業と

なってございます。続きまして地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業、事業費が１億９２５万

１千円に対しまして、国庫支出金が１億１０７万７千円、残りの８１７万４千円が一般財源とな

ってございます。尚、こちらも全額次年度への繰越事業となってございます。子ども手当システ

ム導入委託事業、事業費が３１５万円に対しまして、こちらも全額国庫支出金で３１５万円でご

ざいます。尚、こちらも３１５万円全額次年度への繰越となってございます。全体１２事業合わ

せまして、事業費が２６億５千７０３万６千円に対しまして、国庫支出金が２５億１千５９万５

千円、地方債が過疎債で１億２千３３０万円となってございます。残りの２千３１４万１千円が

一般財源となってございます。尚、繰越額の合計は１６億３千８２１万９千円となってございま

す。尚、今回通常の補助事業でございましたら、補助事業というのは大体補助率が２分の１なり

３分の１という事でございますが、その隙間を埋めるために創設されました臨時交付金、公共投

資臨時交付金が充当された事によりまして、一般財源が持ち出し少なく事業が実行できたと言う

のが特徴的なところでございます。尚、この表の下にございますＪＡ清里麦乾燥調製貯蔵施設整

備事業、こちらはＪＡ側で上げました事業費と財源の内訳を記載してございます。ＪＡ側が実施

しました乾燥調製施設の全体事業費が１０億１千５００万円でございまして、この内活性化プロ

ジェクト交付金が５億７５０万円、そしてこれに対しまして補助残に対して町が単独で補助をし

てございます。補助の合計が３億９千７５０万円でございますが、この内２億９千２００万円が

公共投資臨時交付金、そして１憶５５０万円が過疎債という部分になってございます。そのため

ＪＡの自己負担額は１憶１千万円となってございます。尚、４億３千１００万円については２２

年度の繰越事業となってございます。以上でございます。 

 

○総務課長 

 ただ今、担当総括主査より具体的な内容について申し上げましたが、繰越額の確定等に伴うも

のにつきまして、計算書等につきましては今後の議会で正式にご報告させて頂く、こういった形

で進めて参りたい、かように考えてございますのでご理解を賜りたいと思います。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今の説明、平成２１年度国緊急経済対策活用事業財源及び繰越事業概要についてご説明頂
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きました。この中で何か委員の方、質問のある方はお受けしたいと思いますが、ございませんで

しょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移らさせて頂きます。②番であります、平成２２年度一般会計補正予算（第１号）

の概要についてということでお願いいたします。 

 

○総務課長 

 ２点目の平成２２年度一般会計補正予算（第１号）の概要でございますが、既に３月定例会に

伴う議員協議会の場において、今般のバンクーバーオリンピックに係る部分での帰町報告会等に

関する補助事業での専決に関わる方向性についてご協議申し上げておりますが、４月１日付をも

って専決処分を行ってございます。正式には今後直近の議会に専決処分の議案として提案をさせ

て頂く、この様にご理解頂きたいと思います。具体的な内容については、担当総括主査よりご説

明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、平成２２年度清里町一般会計予算（第１号補正）概要についてご説明い

たします。資料の２ページをお開き下さい。課長の説明にありました様に４月１日付をもって専

決処分をさせて頂いた２事業についてご説明いたします。２款総務費、２項総務管理費、１目一

般管理費、町民栄誉賞表彰事業でございますが、冬季オリンピックに５大会連続出場を果たしま

した岡崎選手に対しまして、功績を讃え町民栄誉賞を贈るものでございます。報償品５０万円、

報償金１００万円、合計で１５０万円を補正計上させて頂いてございます。尚、財源の内訳につ

きましては財政調整基金を全額充当してございます。続きまして９款教育費、５項保健体育費、

１目保健体育総務費、清里町オリンピックスピードスケート選手後援会補助事業につきましては、

同日に開催されました帰町報告会を主催する後援会に対する補助でございます。選手後援会補助

といたしまして２００万円でございますが、内訳は旅費に９４万円、報償費に１５万円、交流会

経費に９１万円となってございます。補正額の合計が２００万円でございまして、こちらにつき

ましても財源につきましては財政調整基金の繰入を２００万円充当してございます。以上でござ

います。 

 

○総務課長 

 ただ今報告させて頂いた関係につきましては、既に４月１７日に町民の皆さん約２１０名の参

加を頂きながら、無事報告会含めて表彰式を終了してございます。尚、後援会に対する補助、ま

だ事業が未完でございますので、決算等が完了した段階において、また所管の課よりご報告を申

し上げていきたい、かように考えてございますのでご理解頂きたいと思います。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今の、平成２２年度清里町一般会計予算（第１号補正）概要についてご説明がございまし

た。委員の方で質問ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 無ければ次に移らさせて頂きます。平成２２年４月１日付人事異動に伴う役場組織・職員一覧

についてということでお願いいたします。 

 

○総務Ｇ主幹 

 それでは、資料の３ページ、４ページをご覧頂きたいと思います。平成２２年４月１日付人事

異動に伴います変更後の役場組織について説明いたします。この資料につきましては、既に４月

１５日付お知らせ版と一緒に全戸に配布させて頂いております。資料の中身につきましては、３

ページが役場総合庁舎１階・２階・３階、そして４ページの方に支所・保健福祉総合センター・

生涯学習総合センター・焼酎事業所・斜里地区消防組合清里分署の機構を記載してございます。

今回の４月以降の関係ですけれども、本年３月３１日付をもちまして４名の職員が定年等により

退職したことによります補充及び定年一年前の管理職におきまして、課長等が参事または副参事

へ任命替えを行います役職任命替え制度に伴います配置替えを行っております。更にこれらの配

置替えに伴いまして、以下の職員につきましても異動を行ったものでございます。また、４月１

日採用の新規職員３名入りましたけれども、この者につきましてもそれぞれ配置を行っておりま

す。異動の中身ですけれども、一般職員におきまして今回異動いたしました総体人数ですが、課

長職、参事、副参事、主幹につきましては１２名、それ以下総括主査、主査、主任、主事の職員

につきましては１６名ということで、合わせて２８名が異動してございます。この他、斜里地区

消防組合清里分署におきましても係長職１名、係員５名、合計で６名が異動してございます。尚、

本年４月１日現在におきます清里町役場の一般職におきます職員数は合計で８９名、斜里地区消

防組合清里分署職員が１５名という状況となってございます。詳細は後ほどご覧頂きたいと思い

ます。以上でございます。 

 

○委員長 

 それでは、平成２２年４月１日付人事異動に伴う役場組織・職員一覧についてご説明がござい

ましたが、委員の方については何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。移住定住推進事業モデル住宅整備に係る町有地の無償貸与についてと

いうことでお願いいたします。 

 

○総務課長 

 ４点目の移住定住推進事業モデル住宅整備に係る町有地の無償貸与についてでございますけれ

ども、これにつきましても先の常任委員会等でご説明申し上げている所でございますが、新たに

移住定住推進事業の補助要綱を定める中、継続的な移住定住の推進支援を図って参りたい、かよ

うに考えている所でございます。今現在、移住定住を推進する会、ＮＰＯの観光協会等を中心と

しながら、対外的なモデル事業を推進してきた訳でございますが、現在貸与している住宅につい

ては期限が切れるといった形の中で、新たなそういった形での要件整備、こういった事が必要で

ある、こう言ったご指摘も委員会の中で出されてきた訳でございますが、継続的な事業の推進に
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当たりまして、現在羽衣南にございます定住団地２区画について継続的な紹介を行って進めて参

りたい、かように考えてございます。尚、現在移住定住を推進する会、ＮＰＯの観光協会、並び

に商工会、関係業界などにおいて、具体的な事業の推進に向けての準備、またそういった協議が

行われている、こういった事になってございますので、町の協議が下りた段階において、申し上

げている通り２区画について今後対応していく、そう言った中で今年度より事業を推進させて頂

きたいと考えてございますのでご理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今の移住定住推進事業モデル住宅整備に係る町有地の無償貸与についてですけれども、委

員の方で何かありましたらお受けいたします。 

 

○議長 

 確認をしておきたいのですが、前回建てたのが２年間で売却したという事で、今回実施期間が

本年から２６年までという事で、これは継続をする状況なのか。２６年以降はまたこれはどうす

るのかということ。課長からも継続のためにもう１回やるんだと言う話なんですが、それが１点

と、補助金は新年度予算で１２０万みていたかと思いますが、建て主にＮＰＯの観光協会かと思

うんですが、建て主に移住定住で来た方の家賃だとか、この１２０万の中のどういう収入が保証

されるのか、それともう１点は、税法的に固定資産税あたりはどの様な形になっているのか。未

登記なのか、登記になっているのか、その辺はどうなのか、その３点だけ確認をお願いします。 

 

○総務課長 

 まず１点目の事業の関係でございますが、今般新たに先の定例会等において予算を計上させて

頂いて、５ヵ年という要綱を作ってございますので、基本的には支援については５ヵ年を前提と

しながらその経過において新たな方向性、また課題解決に向けてある一定の方向性が見出せた段

階で、また２７年度以降については検討させて頂きたい。今回の要綱はあくまでも５年、一つの

スパンの中で制定をさせて頂いてございます。２点目の全体的な補助等の関係については、当然

２２年度の予算の中で計上させて頂いてございますが、対象経費につきましては、移住定住事業

の供する住宅の借上げや、モデルとなる実験実証事業や広報宣伝ＰＲ、そう言った総体的な事業

に対して支援を行っていく、そう言った制度要綱となってございますので、今議長よりご質問あ

りました、当然住宅の借上げ等について一部の経費としてこの中に含まれていると認識してござ

います。事業全体については、移住定住を推進する会、こういったことで一つの受け皿として検

討、継続的な補助対象団体というふうに想定してございますので、総体的な事業経費、自主的な

歳入財源、当然ショートステイとか季節的な移住の体験的なものに対する住宅の貸付、そういっ

た総体的な予算というものが提示された中において、補助申請の内容を精査した上で全体的な判

断を決定して行きたい、この様に考えてございます。また、財産権や登記の関係でございますが、

これについては、それぞれ税法またはそれに係る部分での形の中において、それぞれ税的に賦課

するものは賦課されてございますし、道税段階または町税の段階についてそれぞれ賦課している、

この様に考えている所でございます。 

 

○議長 

 私が聞きたいのはですね、５年間限定ですよという事なんですが、前回のやつはうまく売れた
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と。ただこれ５年やった後に売れるのか売れないのか。そして５年が終わるとまた継続をするの

かしないのか分かりませんが、売れなかったら建て主に負担をかけないのかという事なんですね。

それから、固定資産税の問題だとか登記の関係で相当、登録免許税とかかかると思うんですよ。

そういう事を含めて建て主に迷惑をかけていないのか。その辺はどうなんですか。 

 

○総務課長 

 当然建て主との関係においては、団体等との間において充分協議がなされて一定的なリスクも

含めながら主体的に取り組んで行く、そういった考え方に立って現在も進めてございますし、今

回の対策についてもそういった前提を一定条件の中において協議がなされている、この様にご理

解頂きたいと思います。加えまして、今般新たに建てるのも、そういった方法の中で現在検討さ

れてございますが、当然５年間のスパンの中において当然土地が町にありますので、この期間に

おいて、こういった売却の責任をきちんと負って頂く内容を前提として協議してございますので、

この様にご理解頂きたいと思いますし、また財産取得に伴う不動産取得税、それから固定資産税

等、こういったものについても定期的な部分で負担が絡む、こういった前提条件の中において協

議が進んでいる、この様にご理解頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 今の関連ですが、５年間毎年同じ様な補助対象で運営を手助けして行きますよという事で理解

して良いという事ですね。 

 

○総務課長 

 基本的には５年間継続事業でございますが、今協議の中で議長さんからもご意見あった部分の

リスクというのを理解するか、具体的な部分では５年間そのまま固定するのではなくして、年度

途中においてもモデル的な住宅を求めたい、買いたいとか、そういった事があった場合について

は柔軟にやって行こうといった５年間以内という様な考え方の中で、それぞれ対応を図って行こ

うと、この様な調整を今後進めて参りたい、この様に考えてございます。 

 

○加藤委員 

 例えばそれは５年間の間に３年経った、或いは２年経った時に、住宅の取得をしたい人といっ

たお話な訳ですが、それは町外の人が定住を希望するという目的で購入すると言った意味なのか。

それは当然の事だけども、そうじゃなくて町内の人でもＯＫですよという認識に立ってのお話な

のか。その辺の定義は。 

 

○総務課長 

 最終的には準備段階、協議段階でございますが、基本的には両方の側面があるのではないのか。

例えば具体的に申し上げますと、主たる目的については移住定住の形の中でその住宅を求めて本

町に移住をして頂く、また定住して頂くという形もございましょうし、また若年の若い世代の方

が新たな住宅としてそういったモデル住宅を求めていく、こういった定住の方向性というのもあ

りますので、両面性を考えながら事業としては推進して行く事によって、そういったリスク回避、

更には若年層、または永住層、または町外からの移住、両面で対応して行く、この様な考え方に

立って今最終調整を行っている、その様に考えてございます。 
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○加藤委員 

 定住移住という言葉を広く解釈してやって行きますよという事だと、ともかく人が住めば良い

と言う捉え方で、この発想が方向転換されているという事であるとするならば、もうちょっと具

体的な事業内容の進め方なり、住宅の供給なりと言う事も真剣に考えなきゃならない。例えば、

今回のこの２年間あったお試し住宅が本当に町外の定住移住問題に繋がったのかどうなのか、確

かに利用者はあった、しかも多かったですよという表現はあるけれども、実際としてそれをきっ

かけとして定住移住のそういうものを買ってくれるという環境まで行っていない。むしろ今回の

売買も地域内における企業の購入みたいな環境になっている。今後は個人の購入がなされて行く

のかもしれないけれども、だとするならば、ある意味では町内の人が、或いは仕事をしている人

が買うという事になれば、色んな意味での補填の方法の意味合いが、格差を招くような場合も有

り得る要素があるかも分からないですよね。例えば幾らで建てるのか分かりません、幾らのお試

し住宅かは分かりませんが、仮に約１千万ちょっとで建てて、例えば３年間で１００万ずつの補

助をした時に、例えばそれが１千万でなくても良いと、もう７００万で良い、或いは６００万で

良いっていった場合に、それを町内の人が仮に買った場合、売買が成立した場合については、そ

の個人に対する定住というだけでも補填問題となってしまって、例えば他の町村から独自で町内

に家を建ててやろうとしている人との格差の問題、そういう色んな問題がそこにはあるのでは。

確かに定住移住という問題からいけばＯＫだと思うんですが、実際に独自で家を建てる人の問題

という所もある様な気がするんだよね。その辺の検討と言うか、内容の詰め、或いは民間での建

売分譲の方法に対して逆にストレートに補助を出すんだとか。もうちょっとこの辺、本当に定住

移住の補填金が町外だけが対象なのか、或いはその辺の部分の対応の運用の仕方、やり方という

ものもちょっと考慮すべき内容がある様な気がするんですが、その辺についての考え方を。 

 

○総務課長 

 基本的には移住定住という観点から広く求めて行くという方向性の中で持って行きたい、あと

町外であろうが町内であろうが、その辺の条件等については差別化してない訳でございますから、

その辺の入口についてはオープンになっている、この様にご理解頂きたいと思います。特定の者

に対してこれを使った後は売るといった話ではございませんので。そういった経過の中において、

そういった条件等が揃った場合については積極的な対応と言う事も、当然今回の事業主体となっ

て頂く移住定住を推進する会、観光協会、商工会の関係者、そういった観点に立って今回取り組

んで行きたいと思ってございますので、そういった事も模索しながら事業を進めて参りたい、か

ように考えてございます。 

 

○加藤委員 

 定住移住が目的だと、幅広く考えますと、町外でなくてもお試し住宅にちょっと入居したいと、

１ヶ月間、或いは半年間、これも可能だと言う表現で良いんですか、今の捉え方で。 

 

○総務課長 

 後段の部分で質問のあった部分については、売却の話というふうに認識してございますので、

お試しですとかシーズンステイはあくまでも移住定住を求めた町外者を対象としていく、この様

にご理解頂きたいと存じます。 
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○田中委員 

 基本的に移住定住と言う事であるけれども、これは住宅の希望者がいれば売るって言う事なん

でしょうか。 

 

○総務課長 

 主体的な部分については移住定住を推進する会で考え方を判断していくという形になりますの

で、そういった要素も含めて検討していく。ただ基本的には移住定住のモデル事業としての推進

の中において、そういった先ほどあった５年間といった事業スパンの中において財産処分の処理、

この問題がございますので、これが永遠に１０年も２０年も行っていく形ではございませんので、

その期間において一定の財産処分、負担等も含めた部分での売払い、そういった事も一つの視野

に入れた場合について、そういった要素も検討なされる、この様にご理解を頂きたいと思います。 

 

○田中委員 

 それは経過前でも、極端な事を言うと来年度でも今年の秋でも購入したいっていう方が出れば

それは売却していく、そういう考えで進めて行くと言う事。 

 

○総務課長 

 基本的な部分で今年も有りだといった意味ではなくて、そういった一定期間の中において、当

然公募して１週間なりひと月ですとかシーズンで使って頂く前提にあって、そう言った移住定住

の日程的な事業に支障がない範ちゅうにおいて、モデル住宅を是非とも求めたいとあった場合に

ついては、そういった事もその期間には無いように、売却も一つの前提として検討して行きたい、

こういった協議が移住定住を推進する会の皆さんでなされる、この様にご理解頂きといと思いま

す。 

 

○加藤委員 

 ２、３年で売却された後、例えば２戸の内１戸が売却されたと。そうなった場合にはもう１戸

同じようなシステムで建築しますよと言った場合は、またその事業を年度内で始めるという捉え

方。常に２戸のお試し住宅を持っているという捉え方をするのか、そうじゃなくて、１戸が仮に

３年目で売れたと、あと残りの１戸で残りの２ヵ年、まあ５年間ですからとりあえずあと２年間

については１戸で処理をしていくという考え方なのか、その辺については今後どの様に変わって

いくのか。 

 

○総務課長 

 なかなか先の事で見えない部分もございますけれども、現段階で協議されている部分について

はその段階における状況、例えば今言ったようにモデル住宅が必要無くなって、個人的にそうい

ったものがどんどん前に行くようであれば、敢えてする必要はございませんでしょうし、また他

の空き家対策等において確保できる状況があればまた違ってくる。更に逆に言えば、まだ２年、

３年と変則的にこの期間の中において、新しい住宅が１戸ではなかなか展開できないのではない

かという段階において、またそういったものを期間をおいて新しいものを建てる必要性があると

いった認識が会でなされた場合についてまた町と協議する、この様に認識してございます。常に
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２戸ですとか１戸はといった典型的な考え方ではなくして、その状況に応じて柔軟に対応する方

法が一番望ましいという内容で、現段階は協議をさせて頂いている、この様にご理解頂きたいと

思います。 

 

○加藤委員 

 当然のように、そういう観点から物事進めて行くというのであれば、事業を展開して行くとい

うのであれば、５ヵ年の内、２年ないし３年の間で売却をしようとする時点が起きた場合、とい

うことは、その後の部分については概ね１戸で充分だという判断の基にやるということですね。

そういう解釈をして良い訳ですよね。２戸必要なのに、２戸お試し住宅として必要なのに、２年

目、３年目で売却する場合もあるということは、これは有り得ないという解釈でよろしいんです

よね。 

 

○総務課長 

 具体的に、確かにその時点時点において、そういった事業に対する需要ですとか、また新たな

事案等が生じて新しい建物を建てる必要があるかどうか、その全体的な環境を判断した上で、そ

れぞれ事業主体となる移住定住を推進する会がこの制度要綱の中において新たに建てるかどう

か、そういったことについてはその段階において協議があるというふうに認識してございまして、

２戸とか１戸をこの５年間で永続的に担保するということではないという様にご理解頂きたいと

思います。 

 

○加藤委員 

 基本的にお試し住宅として、定住移住のため、町外の人のために２戸は必要だよということで

今回やる訳ですよね。そういう中で行くならば、この５ヵ年間というのはそういうものを確保し

て行くというのが大前提だろうと。だけど条件と環境と色んな事の中から売却する事も有り得る

という事はこれは理解をしますよ。だけども、もしもその間に売却するっていうことは、その残

り期間については１戸でも良いという解釈に立たないんですかと言う事。仮に２戸必要だと言う

んであれば、そこで売却するって行為はちょっとどうなのかなと。裏を返すとそれは一般の町財

政をそこに投資をしていて、また新しく建てるということはプラスアルファな大きな、同じ年度

の枠でいくんであればいいけども、やっぱりそこには効果的な運用っていうものが当然のように

違ってくる訳ですし、それらを踏まえて、ちょっと言葉では分かりますけども、負担割合だとか

色んな事を考えた時は、理に合わないっていう気がするんですが。その辺についての考え方につ

いて整理をしておきたい。 

 

○総務課長 

 当然、今言ったような２戸で充分なのかということは、事業の継続性や事業の趣旨に沿った考

え方の中でしっかりと継続できるように進めて参りたい。先ほど申し上げたように時点時点にお

いて環境においても判断して行きたいということがありますので、今の段階で全て売らないとか

そういったものではないと認識してございます。 

 

○委員長 

 あと、他にございませんか。 
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（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ次に移ります。それでは、札弦地域公共施設整備基本計画についてと言うことで説明

をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 お手元の議案５ページをお開き頂きたいと思います。札弦地域公共施設整備基本計画（構想素

案）の現段階における町としての考え方をまとめたものをご提示申し上げていきたいと、かよう

に考えてございます。現在まで昨年来、具体的な札弦地域における課題、問題点、こういったも

のを整理しながら方向性について現段階に来ている状況でございまして、今後役場内におきまし

て企画委員会、課長レベルの企画委員会で全体的な方向性、こういった課題や、所管課を含めな

がら整理をされている、こういった中で今後２２年度に予算を計上させて頂きました基本設計、

実施設計とこういったものを想定しながら整理を前提としながら次のステップへ参りたい、かよ

うに考えてございます。まず１点目の札弦地区の現況の部分でありますが、全般的に地域のコミ

ュニティ機能というものが非常に危機的な状況に直面してるという形の中で、人口の減少、高齢

化こういったものが極めて高く町内においても進んでいる、そういった状況でございます。高齢

化率は札弦地区で３９．０６パーセント、神威地区で２８．０５パーセント、これ若干古い資料

で既に６０歳以上の札弦地区では今年の３月３１日現在では４０パーセントを超えている状況に

ある、全町平均から約１０パーセントほど高いそういった状況にある、こういった現況にござい

ます。また、児童数の減少、これも著しく進んでございまして、かなり懸念されたところでござ

いますが、本年度につきましては入学者が８名という、まあ昨年度は１名だった訳ですが、本年

度は８名の新入学者がおりましたが、ただ将来推計をやってみますと２４年度くらいになります

と全体では１７名程度になるこういった経過をたどるのではないか、現在の推計でございます。

また、具体的な地域における様々な担い手の中心層が既に６０代を超えて６０半ば、平均年齢を

出しますと６５歳を超えるような状況の中で地域活動を担う年代がさっき言われたような３０

代、４０代、５０代ではなくして６０代、７０代の方々が現役での職業を卒業された、退職され

た、こういった方達が具体的な地域の活動の担い手になっている、そういった現況にあるという

押さえ方をしてございます。その一方では当然清里町第２の生活や産業拠点として機能している

訳でございますが、全般的な傾向としては生活機能ですとか暮らしへの不安こういったものがか

なり強く、根強く発生している、こういったように認識してございます。そういった中において

も町を代表する企業であります札鶴ベニヤ本社工場が、火災等の災害もございましたけれども再

建をして操業を現在も続けていらっしゃる、更に札弦、神威を中心とした地域においては本町の

畑作の中心地域であり、併せて神威地区には近隣地区という形の中でＪＡの澱粉工場や麦の乾燥

調製貯蔵施設、こういったものが農業の基幹施設いうものが設置されている、特に昨年来大きく

心配されていることについては今年に入りましても基幹となる商店が閉店になって非常に商業機

能が大きく失われて来ている、その一方では公共施設であります札弦センター、光岳小学校、保

育所、消防分遣所、公営住宅、こういったものが建築経過年数において非常に老朽化してきてい

る、ある意味では清里市街地区と対比してかなりコントラストが強くなって来ている、そういっ

たものに対する地域の不安も非常に大きくなっている、こういった現況として捉えている所でご

ざいますけれども、各層の観光等の部分での交通等の期間の基幹道路、またはＪＲがある訳でご



 

- 12 -

ざいますが、ベースとしては知床と摩周、弟子屈、釧路を結ぶ観光と産業の幹線に位置している

訳でございますが、現実的にはかなり通過地点となって、なかなかキャッチアップできる様な環

境にはなっていない。だた、もう一度うちの観光振興や地域振興の観点から見ますと、そういっ

たスポット的なさくらの滝ですとか神の子池、裏摩周へのアクセスポイントであったり、江南の

オートキャンプ場やパークゴルフ場、宇宙展望台、町営牧場に近接した地域である。そういった

中で道の駅に指定をして若干近年立ち寄り客が増加傾向にはございますけれども、施設そのもの

についてはまだまだそういった皆さんをしっかりとキャッチアップしているだけの機能が備わっ

ていないという所もあって苦戦をしている。そういったことで老朽化した部分についても経年経

過の中においてある一定の改修の必要性が生じて来ている、こういった様なことがございます。 

 こういった札弦地域の現況を踏まえた場合について、今後の札弦地域全体の町づくりの視点と

方向性という形の中で２点まとめてございますが、まず１点目としてはこういった生活不安、地

域におけるコミュニティの崩壊に向けた様な環境、こういった中においてやはり安心して安全な

暮らしが出来る様な地域としてのコミュニティ機能、これをしっかり維持して行くことが１つ大

きく求められているのではないか、少なくても人口増加は非常に難しい部分がございますが、少

なくても人口減少の歯止めや維持または緩やかな減少に留める対策というものがやはり地域の声

として大きく挙がっている、この様に感じてございます。その中でも福祉・介護・医療といった

ものについては本町からの派遣ヘルパーとか、そういった形になってございまして、特にこうい

った福祉、介護の部分や保育の関係、教育の関係、住宅の関係、交通の関係、防災等の基本的な

生活保障機能といったものをいかに最低限ミニマムとして確保して行くのか、維持して行くのか

と言うことについては地域にとって非常に重要な問題ではないか。更に併せて日常生活に必要な

食料ですとか生活必需品等が購入できる環境条件、こういったものをしっかりとある程度のもの

として維持しなければ、地域全体が安心・安全が確保できない、こういった観点もあるのではな

いか。加えまして札弦地区含めて、札弦やろう会含めて、自治会活動も含めて非常に活発な地域

でございましたけれども、先ほど申し上げた通り、地域活動を担う担い手が既に６０代、７０代

にスライドしている、そういった中では住民の互恵ですとか互助、共助を支える新たな地域活動

の支援ということも、視点としては全て自分たちでやりなさいと言うのではなくして、もっとも

っと行政、また違った各町内の福祉団体、ボランティア団体等含めながら、ある一定の連携の中

で地域を支えて行く、そういった支援策も今後構築して行くことが必要ではないか、この様に考

えている所でございます。２点目としてこうした環境によって少なくても立地環境や条件を活か

した地域づくりとは何が出来るんだろうか、こう考えた場合についてやはり総合計画や自立計画

の中で謳っているものや農商工観等の連携ですとか地域連携、交流人口等における拡大といった

観点の中から、単なる通過地にしない立ち寄り拠点としてなり得る様な魅力づくりと機能強化、

こういったことを１つの観点としてはどうか。また、先ほど申し上げた様に、町内の観光スポッ

ト、農業スポットがある訳でございますから、そう言ったスポットへのアクセス地域としての滞

在装置、こういったものをしっかりと磨き上げて行く、こういった事も１つの検討要素になって

行くと考えてございます。また、札弦・神威を中心とした地域については、農業農村地域、そし

て木の町としての木材を中心として地域である、そういった歴史的経過、産業の背景もございま

すのでそういったものをしっかりと受け止めた中で前面に出しながら検討して行く、こういった

事も１つの要素となってくる、この様に考えている所でございます。６ページに入りますけれど

も、ただ実態としては全体的な人口が札弦１・２・３、神威南を含めた神威の農村地区を除いた

中心的な部分で行きますと、７００強くらいの人口規模ですから、ある意味ではコンパクトであ
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ってもあれもこれもと言うのは非常に難しい環境でございますので、コンパクトであってもこれ

がやはり一つ大きな売りになるなという、そう言った１つの魅力的なもの、差別化的なもの、小

さくてもしっかりしたものが１つ必要になってくる、この様な観点も今回整理させて頂いている

所でございます。 

 こういった現況と視点と方向性を踏まえた中において、具体的な施策の方向性と言う形の中で

２点まとめてございます。１点目としては先ほど申し上げた通り札弦地区にある施設が非常に老

朽化している、そういった現況を踏まえた場合について既存の公共施設等の整備という形の中に

おいて、１つは札弦地域住民活動の交流拠点施設である老朽化した札弦センターの整備、それと

道の駅に指定されている「さっつるパパスランド」の改修及び機能的な強化、そして今後検討し

なければいけないその他の公共施設の整備といたしましては、既に実施設計を終えている光岳小

学校体育館の改築、町で行っている保育所、更には札南・札進の古くなった公営住宅の関係、こ

ういったもののリニューアルや修繕、こういったものをどのように地域のまちづくり全体で捉え

ていくかといった整理は今後必要になってくる、この様に考えてございます。併せまして、地域

活動の観点から申し上げますと、やはり自治会と核とした中において非常に厳しい環境にありま

すけれども自立的な共生・協働の活動、こういったものを総体的に町や社会福祉協議会等の団体、

それから市民団体の中において更にタイトな連携を取りながら支援をして行く。それと６０代・

７０代が中心となった地域活動となってございますが、少なくとも１人、２人でもいいから新し

い人材とかそういったものを受け入れて育てていく、そういった方向性を模索して行く、それと

本町においては、更に花緑の計画形成やそういった美しい環境づくりが出来てございますけれど

も、どちらかと言うと早い時期に道道等の整備も終わっているという事もございまして、そうい

った街並みですとか、そういった形での景観環境、こういった事も重要な要素、町全体のイメー

ジとして合ってくるのではないか、こういった考え方をしてございます。そういった中、第１期

の自立計画の中で町においては、地域担当者制度を発しながらそれぞれ情報提供等、自治会と連

携を行っている訳でございますが、今般の予算審議の中でも様々なご意見を頂いた通り、そうい

った地域担当者制度をもっと機能強化した中において特定地域についてはプロジェクト体制等も

含めながら支援をして行く、そんな考え方も今後必要になってくるのではないか、この様に考え

ている所でございます。こういった３番目の具体的な施策の方向性を具体的に展開するにあたっ

ての、更に留意点や視点という形の中で、実態的にはなかなか振興という関係なので難しい大き

な課題ではございますが、地域衰退傾向に対する実態的な歯止め・抑制と言った事も一つの観点

として必要になってくるのではないか。それと札弦地域全体や全町的な地域振興対策における地

域そのものの位置づけや施設そのものの機能分担といったものも当然視野に入れて行く必要があ

る。それと併せまして当然の事でございますが、地域住民が一体となって合意形成を図って主体

的にそういった地域づくりに参画して行く、そういった方向性を探って行く事や、地域資源の活

用や新たな創造、そこにある物的な資源と併せて人的な資源を組み合わせて、あとは何かを発信

できる方向性、こういったものを模索して行く事も必要と考えています。当然こういった厳しい

市町村を取り巻く財政状況でございますから、そういった身の丈に合った施設規模の適正化、そ

して将来にわたる運営経費のコントロール、こういった事や、運営手法もどういった形がいいの

かという事も含めて総体的な見直しをしながら、ある一定の方向性を探って行く、こういった事

が必要ではないかと考えてございます。また、併せてこれらに関わってくる人材育成・確保とい

った手立てもしっかりと見据えて行かなければならない、この様な事が非常に大事な視点及び留

意点であると認識している所でございます。こういった１、２、３、４を受けながら具体的には



 

- 14 -

どう言った形で既存施設、こういったものを整備して行くのか、方向性の考え方でございますが、

まず札弦センターの基本計画の方向性でございますが、基本機能の考え方としましては、１つは

地域住民の拠り所である住民コミュニティセンターとしての機能、役場支所を置いてございます

ので支所機能の確保、そして地域、札弦１・２・３、南区の皆さんが地域活動の拠点としてござ

いますので、そういった部分でも支援の体制の拠点として考えて行く、こういった一つの基本機

能の考え方があるのではないかとこの様に考えている所でございます。（２）として昨年農水省

の方に出した農山漁村活性化計画における交付事業上の位置づけとしては、既に何回か資料で提

示している関係でございますが、今回これを整理するに当たっては、事業見込みとしては地域資

源活用交流促進施設で大まかな事業規模、施設の規模という形の中で約７００㎡という考え方の

中で昨年出した活性化計画の中では位置づけをしてございます。事業費について概算という形の

中で交付金を受けながら総体的には２億８千万程度、計画目標としてはここに書いてある通り一

定の公共事業のメニューに合った目標設定というものがございますので、札弦地域の地域基幹交

流施設として、新たに整備する都市農山漁村総合交流促進施設と連動しながら、地域内住民の活

動や異業種連携活動等を促進して、地域イメージブランドを確立して交流人口の拡大を図って行

く、と活性化計画上はこういった位置づけで提出されている所でございます。今後の整備に当た

っての現段階における基本的な考え方としては、おおよそこれについては充分検討されて行く部

分と考えてございますが、構造は平屋建て、内容については上記の様な基本的な規模の考え方を

たてた中については、ホール、ロビー、研修室、和・洋室、簡単な調理ができる調理室、トイレ、

多目的トイレ、物品庫、機械室、支所機能がございますので事務所を借りて、駐車場の関係、外

構の関係、こういったものが一定の中でコンパクトに整備して行く様な一つの方向性ではないか、

かように考えている所でございます。また、規模的なものにつきましては、活性化計画上は７０

０㎡となってございますが、現行の施設が７３１．７３㎡となってございます。それで取り壊し

を行った旧福祉センターが約７００㎡弱という風になってございます。それと新たに建設を進め

てございます、清里地区地域資源活用交流促進施設については１千㎡弱という風になってござい

まして、こういったものを一つの目途としながら出来る限り今申し上げた基本的な機能を備えた

中においてもコンパクトな形というものは一つの方向性の中で整備して行く。これは現時点にお

ける素案における町の方向性としてご理解頂きたいと思います。更に調整課題といたしましては、

参考図面をお手元に添付してございます。１０ページでございますが、これを見て頂くと町有地

等の部分で札弦消防署の消防車等の車庫ですとか住宅、物置、またはサイレン塔といったものが

この周辺にあるという事もございまして、もし建設に入った場合、また設計に入る場合、こうい

った敷地内の配置、こういった既存施設の調整をどう行っていくのかと言う事が一つの調整課題

になろうという風に考えている所でございます。また併せまして、支所機能や施設の運営管理と

いったものをどの様な形の中で行っていくのか、今は嘱託職員、また臨時雇用等、また地域の手

を借りながら色んな部分で成り立っている訳でございますが、今後どの様な地域機能、コミュニ

ティ機能、支所機能、こういったものをきちっと踏まえた上で、将来の連携体制、こういったも

のを今後充分に検討させて頂きたい、かように考えてございます。現時点での札弦センターの基

本計画の方向性ということでご理解を賜りたいと思います。続いて８ページでございますが、道

の駅パパスランドさっつるの基本計画の方向性でございます。まず（１）の基本機能の考え方で

ございますけれども、まず、道の駅機能の強化によって集客力を向上させる、魅力ある、また立

ち寄ってもらえる様な機能強化、これが１つの大きな観点になっていくのではないか。そして、

当然この地域については農業、更に林業、そういった林産工業という形でございますので、基幹
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産業である農業や異業種連携による農産品の加工・直売機能、こういったものは一部既に行われ

ている訳でございますが、そういった機能関係の整備、そして出来ればそこで新たな雇用が創出

されたりとか地域発信によって少しでも地域の活性化、札弦地域全体の活性化に繋がって行く様

な方向性が見出せれば、という様な事で③の整理をさせて頂いてございます。そして札弦地域、

神威地域をはじめとした清里全町の町民の利用促進、これも並行しながら図って行くのも当然の

事でございます。この４つを基本機能の考え方として整理をさせて頂いてございます。それから

昨年、農水省の方に出しております活性化計画上の位置づけでございますが、事業メニューとし

て農林水産直売の食材提供供給施設といった事業メニューになってございます。事業規模につい

ては、農産物の直売や全体的な新設施設については約８００㎡、併せて駐車場が使いづらいとい

った内容も以前から指摘されてございますので、その整備も含めて行って行く、こういった考え

方に立って、事業費としては２分の１の交付金、この前提に立って昨年の計画時点においては３

億２千万といった形となってございます。計画の目標については、ここに記載の通りでございま

して、新たな農産物直売・特産品加工販売施設等の整備を行って、道の駅としての既存機能と併

せた中において複合的な集客機能を高めて交流人口の拡大を図って行く。こういった形で想定し

てございます。現時点における基本構想の素案としての整備の基本的な方向性という中において

は、構造的なものについては鉄筋コンクリートで行う事を基本としながら、ある部分については

全てそれではなくて、それぞれ農産物直売の野菜を売る所が鉄筋コンクリートで本当に良いのか

どうなのか、やっぱりその辺の機能性の関係の部分については今後の全体的な計画素案から実質

的な基本計画や設計に移す段階において、更に検討を加えさせて頂きたい、この様に考えてござ

います。内容的なものについては、新たな農産物加工販売施設や農産物直売場、特産品や土産品

等の販売、更には駐車場の整備、レストランについては既存施設の改築を行って行くのか、それ

とも経費的な側面を考えて新設施設の中で取り込んで行くのか、この辺は充分今後の検討要素に

なろうかと考えてございます。規模的な部分でございますが、現行施設、パパスランド全体が現

在１千㎡を超える規模でございます。更に屋内遊技場が６０１㎡、こういった規模になってござ

いまして、他の道の駅等を見て頂ければ分かる通り、高速道路、ハイウェイ等の施設ではかなり

大きい物もございますが、それ以外についてはかなりコンパクトで、先ほど言った様に一つの大

きな何か売りを持ってコンパクトな形もございますので、当然先ほど今後の方向性や視点の中で

も話した通り、ある一定の経費コントロール、規模コントロールというのは適正に行われている

という前提に立って、今後の道の駅として行きたいと考えている所でございます。調整課題とし

ては、新たな施設の部分については、交付金事業で行う新たな機能付加と、既存の町単独でやら

なければいけない既存施設の改修内容、これをどういう風に総体的に調整していくか、財源的な

手当も含めて行っていくのか、最終的な調整をきちんと行って参りたい、かように考えてござい

ます。既存施設については、入浴施設、食堂、生産活動室、これは手工芸や陶芸、農畜産物加工、

こういったものが３つの部分が混在してございまして、また後ほど既存施設の課題について説明

させて頂きますけれども、議会の中においてもこういった混在する部分によっての問題点という

ものを指摘されている点もございますので、その辺の解決という部分も具体的にどうなのか、こ

う言った事も非常に重要な要素になっている、この様に考えてございます。また併せまして、敷

地内の建物全体配置と新設・既存施設の連動をどう持って行くのか。更に温泉熱源が３９度、４

０度を割るような中で追い焚きをしながら、それが非常に運営経費、こういったものに重くのし

かかっている、こういった現況もどの様に解決して行くのか。それと駐車場の規模・形態の調整

という形となっていますけれども、夏季のパーク等の町民利用もある、それでは道の駅の中でで
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は駐車台数が増加傾向にある、そういった場合、当然駐車場のバック等を考えた場合に既存施設

のセットバックと言う様な事も今後の検討課題だと。どの程度の規模にして行くのかと言う事も

調整を図っていく必要性がある、この様に考えている所でございます。併せて施設の管理運営体

制、運営機能の分担、人材確保という形の中で、今この施設については指定管理が入って５年目

に入る訳でございますけれども、なかなか厳しい経営環境の中で、町としてもある一定の委託料

を支出する中、運営をされている、こういった状況の中において、今の様な指定管理一本で施設

を運営することがいいのかどうなのかという事も含めて総体的なあり方について充分今後新たな

施設の建設に当たってはそういった点も視野に入れながら、充分検討して行く事も１つの要素に

なっている、この様に考えている所でございます。また、あれもこれもということについてはな

かなか非常に難しい部分ではございますが、ただ他と差別化して、立ち寄って頂く様な施設の魅

力といった形について、やはり１つ大きな「売り」をしっかりとそこの中で付けて行く、こうい

った事も集客力の中に北海道内のオリジナルといった部分、あれもこれもでなくして、やはり特

色ある部分を引っ張って出して行く事によって集客をしっかりやって行く、これが現況でござい

ますので、その辺何にするかという事についてもしっかりと見極めていく必要がある、この様に

考えている所でございます。こういった中において既に地域要望等の中で出て来ている部分でご

ざいますけれども、新たな施設と併せて既存施設の問題点としては、土足で入ることの出来ない

といった利便性の問題や、アプローチ等、縁石等が高いとか、あとは入口について植栽の枡が腰

高の位置にあって通行客が見にくいですとか、入りにくいといったアプローチの段差や駐車場の

入り方の問題、それと、施設全体が経年による、当然温泉等を使ってますので非常に傷みが激し

くなって来ている、そういった施設全体の傷みの問題、それから繰り返しになりますけれども出

入りに不便を感じる駐車場出入口や緑地帯構造物の関係、そして温泉温度が低いことによる追い

焚き燃料経費の負担、それと工芸と農畜産物加工という食べ物と工芸機能が混在している事によ

っての衛生管理上の問題、そして本来的な目的の部分でどこにポイントを置くのか、町民の趣味

的な物、それともっともっと積極的にＰＬ法をクリアした中において加工品の品質管理を行える

様な、そういった新しい形を作ったものを主体とするか、その辺の考え方の整理、こういったも

のを早急に行って参りたい、この様に考えてございます。９ページでございますが、（７）でご

ざいますけれども、これも従来ここ何年も論議されてきた経緯がございますが、ゲートボールを

中心とした屋内遊技室活用というのは、なかなか色んな部分で地域または利用団体等とも話しな

がら、使い勝手の形でもやってきた訳ですが、現実的に利用は伸びて行かない、そして施設が６

００㎡を超える様な中において、それが転用といってもなかなか現実的に困難性が伴っている、

そういった部分の考え方の中で、大きく手を加える必要があるかどうかといった事も並走しなが

ら検討していく必要がある、この様に考えてございます。また指定管理制度、先ほどと繰り返し

になりますけれども、地域を主体とした有限会社が今指定管理を行っている訳でございますが、

そういった施設全般の運営管理といったものについても今後もう一度原点に帰って見直していく

事も必要という考え方もある、この様に考える所でございます。９ページの下の欄については、

その環境的・立地的な視点や、地域活性化の視点、施設的な観点といった形の中で、今後その機

能をブラッシュアップして行くための方向性をチャートで示したものでございますので、参考で

ご覧頂きたいと思います。現時点において、内部的な企画委員会等において、こういった方向性

の中において更にこれを委員会等でかけるのか、ご意見等を頂くのか、またそういったものを選

択しながら次の段階でまた具体的には計画作業をしていきたい、かように考えてございますので

ご理解をお願い申し上げたいと思います。以上でございます。 
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○委員長 

 ただ今、札弦地域公共施設整備基本計画（構想素案）についてご説明がございました。委員の

方何かございましたらお受けいたしますが、ございませんでしょうか。 

 

○加藤委員 

 これ今、構想素案の説明があった訳ですが、これいつ決まったんですか。こういう形の内容で

具体的にとりあえずこういう形だっていう結論が、今日の委員会にかけるための最終会議がいつ

開催されたのか。 

 

○総務課長 

 構想素案の原案については、３月末の企画委員会の中で基本的な中で検討させて頂いた、そう

いった経過でございます。今日お示しした部分については、４月に入ってから内部的な企画委員

会、課長会議等の意見を集約した段階において、更に内部検討を頂いて、今月に入ってこういっ

たまとめ方をした、この様にご理解頂きたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 定例会後、ひと月間の間にここまで詳しく作り上げることができたということですね。 

 委員長、これ説明を受けた訳ですが、この素案について今日ここでかけても、議会もどうのこ

うのということではないと思うので、この後委員会をきちっと開いて論議をすると言う事で。時

と場合によってはその時に参考に出席を求めて、説明をある部分については聞くとか、そういう

議員団の今後の形については論議を進めると理解しますがどうでしょうか。 

 

○委員長 

 ただ今、加藤委員の意見が出た訳でありますが、他の方のご意見を聞きたいと思いますが。 

 

○勝又委員 

 今の加藤委員の方からありましたが、構造素案と言う事ですので、今後検討の必要性というの

は充分あるんじゃないかなと思うので、そういう部分はよろしいんじゃないかと思うのですが。 

 それともう１点、この中身について、というのは言わばこの計画については色んな問題点が出

されている訳で、まああの実際に住民の方が現在困ってるというか、そういうのについてご存じ

のように店屋さんが１軒無くなったということで、買い物にはかなり苦慮されているという部分

がありまして、この中にも食料品や生活必需品を購入できる環境条件整備と、まあそういう様な

部分で辞めた後、あそこの店等が誰かが再開する形でも取れれば良いんですが、そうでなければ

店が無いような状態で、今度構造設計の部分につきましても一般町民も利用できる部分で言わば

そういう機能も兼ね備えた様な形の売店など、物の考え方っていうことになってくるんだと思う

んだけど。 

 

○総務課長 

 商店が１店お辞めになったという部分については、町としては緑についても同じ様な事があっ

て、町民の方がその中でやって頂けるということもございますので、私共もそういった推移を若
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干見ながらその関係については当然地域の皆様と商工会と札弦のそういうこともございましょう

し、そういった一連の流れの中できちんと見極めた上で、今後更にそういった問題点が解決され

ない場合については町として出来る部分、商工会なら商工会、地域なら地域、こういった内容に

なるかと思いますので、色んな方向から再検討していくというのが必要になると今の時点では考

えてございますし、今の段階でどうするこうするということについては、そこまで並行性は見出

していないと現時点ではご理解頂きたいと思います。 

 

○議長 

 新年度予算で今回の札弦の設計料で５千万計上しているんですね。で、これあの、先ほど加藤

委員、それから勝又委員から出たように後ほど煮詰めるということなんでしょうが、流れとして

この設計・発注、これがいつ頃なって、事業の流れですね、流れを１つと、それから設計だけで

は５千万かからないと思うんですね、たぶん建物の設計だけでは。たぶんコンサル料が入ってる

と思うんです。その辺の中身を今分かる範囲で答えて貰って、流れを聞かせて貰って、それに合

わせた委員会での協議をしてもらいたいなという風に思うんですが。 

 

○総務課長 

 全体的な事業の流れでございましたが、先の予算審査特別委員会の中でありました通り、でき

るだけ積極的にですね、早い段階において色んな方向性、そういったものをご教示願って見出し

ていきたい、この様にお話し申し上げておりますし、また全般的にはやはり議会との協議が大前

提でございますし、その中で一定の方向性、結論がお互いに見出せた段階において具体的な基本

設計・実施設計の発注に入っていく、こういった考え方に現時点においては立ってございます。 

従いまして、いつまでとかいつの時点でないといけないということは、こっちからは申し上げれ

ませんので、議会の中においてそういった状況をご判断頂きながら進めて頂けると大変ありがた

いという風に考えてございます。それと予算の関係でございますが、それぞれ札弦センターの関

係、それから農山漁村の交付金で行う新たな機能の建物関係、それと既存施設の改修の関係とい

う形の３つで、今、議長からご指摘があった５千万なにがしの予算を計上させて頂いている、そ

ういった総体的な予算であって、コンサルうんぬんっていうそういったものについては含まれて

いないという認識であります。 

 

○委員長 

 あと、他にございませんでしょうか。 

 １点聞きたいんですが、公共施設っていう中には札弦地区という部分で考えている、この中で

は２点が出てきたという風になりますけれども、あと他については集約するとか、それともその

まま進めるとかっていうものの考え方は無いんですか。 

 

○総務課長 

 現時点においては、今後検討しながら総合計画等の中で全体的な部分が検討されてございます

し、また個々の計画、例えば公営住宅等につきましては既に既存の住宅のストック計画、それに

ついても札弦地区については札南・札進の関係が現況地において平成２６年度以降という形もあ

る訳でございまして、それが妥当かどうか個々の計画の修正とか見直しと並行しながら進めてい

きたいとこのように考えてございます。個々のその所管している課がございますのでそれぞれ総
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合計画の樹立作業、策定作業と並行しながら単独計画の見直しも当然行わなければならない訳で

ございまして、その中において適時必要に応じて本委員会とも協議をさせて頂きたいとこの様な

認識でございますのでご理解賜りたいと思います。 

 

○委員長 

 あと他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ、先ほどの意見２名の方から出されてございます。総務の中で協議をするという部分

でありますけどもそれに関しての意見等ございませんでしょうか。 

 

○藤田委員 

 やることについては私も３月の議会で賛成した訳ですが、ただ先ほど説明の中で、まず場所の

問題１点と、消防センターも併設して、きちっとどうせやるんですから、やるかやらんか、これ

が２点目ですね。それとパパスランド温泉の事なんですが、私たち出来た当時、灯油を焚いて沸

かすような温泉の水が出るとは思わなかったですが、今かなり燃料代が上がって何百万もかかる

ということで、さっき何にも言ってませんでしたけども、温泉、これは色んな案があるんですけ

ども、今後委員会、議員決めて話し合いするのは良いんですけども、先ほど議長が言いましたけ

ども、私共この案１０月頃までにはきちっと決めて国に上げなかったらね。あなた達が概算要求

で一応見積もり出していると思うんですけど、その多い少ないも出て来ると思うんですよね。で

すからそういうことも会議の中で話になると思いますけれども、そういう地元に対する地元では

今の場所で造りなさいなど色んな案が出てきてますけどね、あくまでも地元の案通り行くのか、

議員９人で清里全体眺めて、時代の流れの中で総体的に論議しながらやってくのか、まあ色んな

論議があると思うんですね。その点も一つ含めてお考えをしていって頂きたいと。お願いいたし

ます。 

 

○委員長 

 ただ今、藤田委員からもお考えがありましたし、それに沿っての進め方で宜しいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それではこの案件については委員会で取り上げるという事で事務局、これまた日程だとか細か

いことについては。 

 

○事務局長 

 今意見を言われたのは、委員会の中で出てきたので協議したいと。それで必要に応じてまた担

当の方からも来て頂いてという形で、委員会主体で１回話し合いを持つという様な提案だったと

思います。 

 

○委員長 
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 それではそんな形で進めて行きたいと思いますので、宜しくお願いしたいと思います。 

 

○委員長 

 あとこの事について何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ、総務課全般について何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ、総務課終わらさせて頂きます。 

 

○委員長 

 よろしいですか。次に移らさせて頂きます。町からの協議・報告事項についてという事で、生

涯教育課から、パークゴルフ場のオープンについてという事で宜しくお願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 パークゴルフ場のオープン予定についてということで１２ページでご説明をいたします。清里

町内のパークゴルフ場のオープン予定につきましては、４月１５日付の町お知らせで住民周知を

している所でございますが、教育委員会が管理をしております、トレーニングセンターコース並

びに緑ヶ丘公園コースにつきましては、施設の整備等に伴いまして昨年とコースを変更するとい

う状況にございますので議会の皆様に変更内容についてお知らせをしたいと思います。最初にト

レーニングセンターコースでございますが、オープン予定は４月２４日を予定してございます。

本年度につきましては郷土資料館側の方、９ホールで設置を予定しております。その理由といた

しましては、緑清荘の改築等に伴いまして昨年まで使用していた芝生帯の部分がずいぶんと減少

しているというような状況から、９ホールで実施したいという風に考えている所でございます。

次に緑ヶ丘公園につきましては５月１日オープンを予定してございます。今年につきましては、

公園の南側の方の芝生を利用しまして１８ホールを設置を進めてございます。その理由といたし

ましては、昨年冬にかけて池の埋め立て工事を行っております。その車の出入りに伴いまして２

ホールほど芝生がめくれて使えない状況になっています。また林の中のコースにつきましては、

昨年来芝生がほとんど無いという様な事でコースを設置していた状況にございます。また今年度

につきましてはトレーニングセンターが９ホールしか取れないという様な事もございまして、公

園の南側の方の芝生も利用いたしました、芝生主体の１８ホールのコース設置を今進めている所

でございます。尚、緑ヶ丘公園につきましては子供さん達の遊んでいるゾーンもございますので、

パークゴルフをされる方、また子供さんの安全対策という観点から、公園内の石を入れてありま

す通路の確保並びに堤防の方から下りてくる、また神社通りの方から歩道橋を渡って公園の方に

入って行く所から焼肉コースに入って行く方の動線につきましては、しっかりと確保する中で、

今１８ホールのコース設置を現在進めている所でございますので、この様な事で今年度教育委員

会で管理するコースにつきましては進めて行きたいという事でございますので、宜しくお願いい

たします。以上、報告を終わります。 
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○委員長 

 パークゴルフ場のオープンについてということでございますけれども、何か委員の中でござい

ますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無ければ、教育委員会の中で何かございましたらお受けしたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 終わらせて頂きます。どうもご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 それでは２番でありますけれども、次回の委員会の開催についてという事で、局長。 

 

○事務局長 

 先ほど札弦地区の関係で委員会を開催するということですが、５月２６日に臨時会を予定して

いるということでございます。その後でも出来るかなと思いますし、更にもし必要があれば今の

パパスランドと札弦センターを皆さん見てると思うんですけども、もし希望があればもう一度詳

しく見る事もどうなのかなとちょっと思ったんですけども、相談して頂ければ。 

 

○委員長 

 その日になるかどうかは分からないけども、１回時間があるなら見に行っても。 

 

○事務局長 

 その日は色々と議員会もありますが、多少場合によっては昼からもと。それらも含めて、委員

長と相談させて頂きたいと。 

 

○副委員長 

 後の日程があるからそう余裕持って出来ないと思うんだよね。じっくり検討するってなれば。

１回や２回でできるもんじゃないと思うよ、私は。早い内に取り組みをして行かないとね、やは

り国との関係だとか道の関係だとか出てきますから。 

 

○事務局長 

 今回、構造という事で色々出ております。具体的にはこれから出ると思いますが、委員会とし

て色々意見も反映して行かないとならないので。では、そういう事で。 

 

○委員長 

 日程の関係については大変申し訳ないですけど、この後詰めさせて頂きたいと思います。 
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○委員長 

 それでは３番その他。委員の方で何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは事務局。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

無ければ、第４回総務文教常任委員会を終わらさせて頂きます。どうもご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時２５分 


