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第８回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年８月１９日（木） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前  ９時５７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）第５次総合計画基本構想及び基本計画素案について 

  （２）過疎地域自立促進計画（案）について 

    １）基本方針の調整について 

    ２）事業費概算について 

  （３）清里地域資源活用交流促進施設条例（案）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   藤 田 春 男       委  員   中 西 安 次 
       委 員    田 中    誠      委  員    加 藤 健 次 

委 員    勝 又 武 司    ※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 

 

 
○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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○委員長 

 第８回総務文教常任委員会の会議を開催させて頂きます。 

 

 
○委員長 
 町からの協議・報告事項と言う事で総務課より３点ございます。それでは、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３点提案させて頂きます。まず１点目の、第５次総合計

画基本構想及び基本計画素案の関係でございますが、別冊と言う形の中で資料を示してございま

す。前回、前々回のそれぞれの段階におきまして、中間的な報告をそれぞれさせて頂いてござい

ますが、現段階におきまして、昨年度から協議さらには、策定作業を進めて参りました総合計画

につきましても、骨格となる基本構想と基本計画について素案を基に現在策定委員会の中で最終

検討が行われているところでございます。明日におきましても、策定委員会の全体会議さらに専

門委員会が開催され具体的な内容の精査が行われます。当初よりご協議している通り、９月の下

旬については策定委員会の構想が提示されます。最終的な中間報告という中で、概要について担

当の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、第５次総合計画基本構想及び基本計画素案についてご説明をいたします。

第５次の総合計画を策定するために、策定委員会につきましては延べ７回開催いたしまして、ま

た基本構想策定委員会及び専門委員会につきましては２回開催し、基本構想及び基本計画に向け

た慎重審議を頂いているところでございます。前回の７月２３日に開催されました第７回総務文

教常任委員会で、中間報告をさせて頂いておりますが、その時は基本構想策定の視点４点及び基

本計画の基本的方向や主要施策の論点を中心に箇条書きで紹介をさせて頂いてございます。今回

お手元にご用意させて頂いた資料１につきましては、７月２１日に開催しました第７回の策定審

議会に提出させて頂いた第５次清里町総合計画素案でございます。時間の都合もありますので詳

細につきましては、後程ご覧頂きたいと思いますが、概要について説明をしたいと存じます。第

１編の序論から第３編の基本計画まで３編に分かれて構成してございます。１ページをご覧下さ

い。第１章と致しまして、計画の策定に当っての考え方を記述してございます。また、３ページ

につきましては第２章清里町の現況として、自然的立地条件、町の沿革、社会的条件、経済的条

件、住民自治と協働、行財政の状況について記述をしてございます。５ページから９ページにか

けましては、本町の概要と推移と致しまして人口や産業別人口、農家戸数と生産額、こう言った

統計資料を添付してございます。１０ページをご覧下さい。第３章は計画の背景となる社会経済

的動向と清里町でありまして、人口の減少、超高齢化社会への対応、グローバル化の進展、エネ

ルギー問題の拡大、高度情報化の進展、産業構造の変化、住民協働、広域連携の進展に対応すべ

く、町の考え方を記述してございます。１４ページをご覧下さい。第２編基本構想が１４ページ

から２６ページまでに渡ってございます。基本とする目標を５つ掲げてございます。まず１７ペ

ージが基本目標１、協働と共生で築く自立のまち。また、１８ページの中段にございますが、基



 

- 3 -

本目標の２、自然と共生する安全・安心なまち。また２０ページが、共に支えあい、一人ひとり

の命と暮らしを大切にするまち。２１ページが、活力にあふれ、豊かな地域をつくる産業のまち。

そして２３ページが、豊かな心と文化を育てる、学びと交流と人づくりのまちとなっており、分

野別の施策、基本計画の主要施策を記述してございます。なお、２４ページから２６ページにつ

きましては、目標人口や就業人口、交流人口を添付してございます。２７ページをご覧下さい。

第３編基本計画でございますが、こちらにつきましては２７ページから最後５９ページまでとな

ってございます。まず第１章の２７ページから３２ページが協働と共生で築く自立のまちとなっ

てございます。また、３３ページから３８ページが第２章自然と共生する安全・安心なまち。ま

た、３９ページから４４ページ、第３章共に支えあい、一人ひとりの命と暮らしを大切にするま

ち。また４５ページから５１ページが第４章活力にあふれ、豊かな地域をつくる産業のまち。そ

して５２ページから５９ページ、第５章豊かな心と文化を育てる、学びと交流とひとづくりの町。

このように５章から作成してございまして、それぞれ基本方向及び主要施策を記述してございま

す。この後の事務の進め方につきましては、８月２日に開催されました基本構想策定委員会にお

きまして、専門委員会の開催要望がございました。このことを踏まえまして、明日８月２０日に

前段に審議会を開催し、その後専門委員会を開催し、ご意見等を伺いたいと言うふうに考えてご

ざいます。また、先程課長の説明にもございましたように、９月中旬には方針、それと常任委員

会への方針内容の報告、そして１０月から１１月にかけまして町民の皆様のご意見を頂きまして、

１０月に議会協議・報告を行いたいと言うふうに考えてございます。以上が、第５次総合計画基

本構想及び基本計画素案でございます。 
 
○委員長 
 只今説明のありました、第５次総合計画基本構想及び基本計画素案についてでありますけれど

も、委員の方について何か質問等ございませんでしょうか。 
 
○委員長 
 質問が無ければ、次に移らさせて頂きたいと思いますが。宜しいでしょうか。 
 
○田中委員 
 １０年後の予想の推定人口は４，２００人。現在今は４，５００人。１０年後の４，２００人

の人口を想定して、１０年後自立して行ける町づくりということの計画だと思うのですが、この

１０年後の４，２００人っていう人口はどの様な観点で想定されたのか。もっと、厳しく減るの

ではないかと感じるわけですけども、その辺はどうなのか。 
 
○総務課長 
 策定委員会での論議の前提の話を申し上げたいと思います。当然、それぞれ厚生労働省の外郭

団体である社会保障・人口問題研究所等の人口推計というものが全国に公表されてございますし、

そういった流れの中におきましては、当然当町のこの第５次総合計画の最終年度における推定人

口というものは、４，０００人を若干割るような数字で具体的な統計学的に示されています。そ

ういった中において、この総合計画の持つ性格の中において、一定の現状をそのまま書くのか、

それともある一定の取組みを行った上の努力目標としてそういったものを設定して行くのかとい

う考え方と両方あろうかと思いますけれども、基本構想策定委員会の中においては、一定の目標
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設定は必要であろうという形で、それをそのまま現実的なものとして、推計学的なものをただ写

しかえるのであれば意味が無い。たとえ厳しいけれどもその中において総合計画の中で示されて

来ている個々の具体的な事業、施策、これを展開することによってある一定の緩やかな減少に留

めてあります。ある一定の基本方策によって若干増える要素は加えたい。そういった社会的減少、

それから自然的減少、また計画の推進に伴うある一定の歯止め効果や増加効果。こういった点を

勘案した上での目標値。こういった形の中で今回は設定して行くことが一つの方向性ではないか。

こういったご論議の中において、現段階における考え方としては、こういった目標数値が作業の

中で設定されているとご理解頂きたいと思います。 
 
○田中委員 
 確かに努力目標も大事なことだと思うんですけども、人口４，２００人、それを基本に１０年

後、他の事業もどんどん進めて行くと、ちょっとそこら辺がバランス的に人口は減った、やるこ

とはやって来たとなるとどうなのかなという心配をするんですけども。そこら辺はその都度、そ

の時代に応じて見直しもかけていくといったそういう作業も必要ではないのか。あんまり現実離

れしないように。 
 
○総務課長 
 当然策定委員会の中においても、そういったご意見を頂いているところでございます。そうい

った中において、当然ある一定の現状でこうなるであろうということだけでなく、ある一定の町

民協働、共生という新しい方向性という中で、まちづくりに町民一丸となって取り組んで行く、

そういった中、今、田中委員からお話があった部分として、過大な答申になった結果、過大な事

業というようなことは当然あってはいけないという前提に立ちながら、適正な評価、構成の修正

などそういった作業を並行しながら進めて行く、そういったご論議を頂いております。明日の全

体会議の中で、計画の推進の方向性を具体的にさらに追加的な部分で、過日の基本構想の策定委

員会の中でご論議頂いたものがペーパーとしてまとまってございますので、そういった形につい

てをチェックアンドエラー、こういったものをしっかりとやって行こうということについても、

明日の全体会議で素案として示された中で、そういったことについても遂次行えるような方向性

をきちっと確認しながら進めて行くといった方向で今、策定委員会においては検討を頂いている

と、このようにご理解頂きたいと思います。 
 
○委員長 
 宜しいですか。 
 
○田中委員 
 はい。 
 
○委員長 
 他、ございませんでしょうか。 
 
○委員長 
 無ければ次に移らさせて頂きます。②の説明をお願いいたします。 
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○総務課長 
 過疎地域自立促進計画についてでございますが、先の常任委員会に素案を提示させて頂いてご

ざいます。最終的には９月定例会への上程という形の中で、現在北海道との時限的な事務調整を

行ってございまして、今後正式な知事との協議へと進んで行くといった形で、今後計画の策定に

あたって行くと、かように考えてございます。前回の常任委員会におきまして、何点かご指摘や

ご意見を頂いてございます。それに関してまず１点目、現在進めている前段でも申し上げました

総合計画との整合性といったものをある程度図って行く。今回の過疎地域自立促進計画について

は、前段の１０ヵ年、１０ヵ年の時限立法があったものが、政局が大きく変わった形の中で、６

ヵ年の延長という従来とは変わった形の中でなされている。さらに、時限立法という性格の中か

ら、そういった色々論議があったものの、３年後の抜本見直しという意見を付した中での議決が

されている。そういった状況に加えてある限られた手続きの中で進めざるを得ないといった中で、

最大限の調整を今回も図らさせて頂きたいと、かように考えてございます。そういった中におき

まして、総合計画との整合性の中で一定の現段階における骨格が出来上がって参りましたので今

回、前回お示しした素案で申し上げますと、６ページにございます地域自立促進の基本方針につ

いては現在取組みを進めてございます総合計画、これとの摺り合わせを現段階において行わさせ

て頂いて、全面修正をさせて頂く、こういった内容になってございます。２点目は、ご意見にご

ざいますが全体的な過疎計画につきましては、財源担保という形の中で、過疎債を前提とした財

源手当ての前提条件、制度上の前提条件がありますので、その全体的な事業費概算、そういった

ものがその計画の素案段階でどういったレベルにあるのか、そういったものを資料的に示して欲

しいというご意見もございましたので、今回全体的な素案の一番最後のページでございますが、

６ヵ年に渡る部分での総体事業費、こういったものを資料として添付をさせて頂いてございます。

９月の定例会におけるこの計画書の上程を前提に、今後さらに道との協議等を最終的に進めて参

りたいと、かように考えてございます。具体的な内容については、担当主査よりご説明を申し上

げます。 
 
○企画財政Ｇ主査 
 それでは資料２の過疎計画の冊子の内容についてご説明させて頂きます。前回７月２３日の常

任委員会でもご説明させて頂きましたけれども、今、課長の方からも説明がありました通り、並

行して進めております総合計画の方との摺り合わせの関係のご指摘を頂いておりました。前回提

示させて頂きました計画書におきましては、７月２７日の総合計画策定委員会の方で全委員さん

に素案という形でお示しをさせて頂いておりまして、その中でも過疎計画も含めてですけれども、

総合計画策定委員の意見反映を織込みながら進めて頂きたいという意見を基に、今回冊子の関係

をまたお示しさせてもらっているところでございます。１ページからにおきましては、清里町の

歴史的それから地理的な状況関係の一連の説明が６ページまで続いております。その中には統計

資料関係、過疎地域でありますよという示しをさせてもらっているところでございます。内容に

つきましては、前回のものと変わりはございません。６ページの後段、先程課長から説明があり

ましたが、（４）の地域の自立促進の基本方針、これにつきましては、前回お示ししたものから

総合計画の今進んでおります基本構想ですとか、計画関係の文言の部分を差替えさせてもらいま

して、知事協議に臨んで行きたいというように考えておりまして、７ページまでの記載となって

ございます。８ページからは法律に基づきます、９項目に及びます過疎地域の事業の計画のそれ
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ぞれの項目ごとの記載でございます。後程、多岐に及びますのでご覧頂きたいと思いますが、一

番後ろに資料３としまして、前にもご指摘ありましたけども、事業の事業費ということで一覧表

を掲載させて頂いております。そちらの方と合わせて説明させて頂きたいと思います。産業振興

関係ということでございまして、本誌の方では１２ページからの計画ということで、１２ページ

からは縦の表となっておりますけども、各関係担当所課から上がって来た６ヵ年に及び事業のお

およその計画というに基づきました、過疎地域の自立促進に係る必要な事業関係のピックアップ

をさせてもらったものを掲載しています。それにまつわる事業費が一番最後の紙面にまとめてい

るという形になってございますのでご説明いたします。産業振興につきましては、この通り基盤

整備関係から、緑清荘等の観光レクリェーション等の施設を含みます部分が、産業振興という単

元となってございます。こちらの方が、それぞれ期間総計、それから各６ヵ年ということで横の

表になっておりますのでご確認を頂きたいと思っておりますが６ヵ年計で５４億円ほどという形

になってございます。また、２２年度におきましては既に予算関係はご審議頂いて認定頂いてお

りますけども、それの財源手当てという形の中での数字を示させて頂いております。いずれにし

ましても、２２年度５億５，０００万円という数字が産業だけでもございますが、いずれにしま

しても財政状況、起債制限比率とかもありますので、起債の借入状況におきましては最大範囲内

という形でありますので、あくまでも、掲載した事業費の総計ということでご理解頂きたいと思

うところでございます。１７ページからは道路関係、交通体系関係の記載をさせてもらっていま

して、こちらが６ヵ年総計で２３億円ほどということでございます。続きまして生活環境整備、

下水道関係の機能強化、それから将来に向けての廃棄物処理関係等を含めた部分で６ヵ年で１６

億円ほどという形になってございます。また、２４ページの高齢者、福祉関係の単元でございま

すけれども、こちらにおきましてもそれぞれ高齢者関係、介護関係、それから児童福祉関係、そ

れにまつわる子育て支援のソフト事業等をまとめまして２億６千万円ほどの６ヵ年計画でありま

す。それから６番、２５ページからが医療関係でございます。診療所の機器更新、それから各種

広域連携等の模索に係る応分負担関係を概算で見込みまして２億２千万円ほどの６ヵ年計画とい

う形で考えております。２８ページ、教育の関係でございますけれども、学校設備関係の事業、

それから社会教育関係、そしてそれにまつわるソフト事業ということでございまして５億円ほど

の６ヵ年での計画であります。８番目、地域文化の振興ということで、これは社会教育と絡む訳

でございますけれども、こちらにつきましてもソフト事業で計上させて頂いておりまして１，２

５０万円ほどということでございます。それから３１ページ、集落の整備ということで、こちら

は自治会の交付金等のソフト事業に、今回過疎債でも充当が出来るということでございます。計

画書に記載した結果、６ヵ年で６千万円という形で考えてございます。最後１０番目、３２ペー

ジでございますけれども、計画ということでご提示差し上げますけども、温泉ボーリング関係、

こちらも過疎債充当を鑑みまして、新エネルギーの活用という事業で掲載させてもらっておりま

して、７千万円ほどの計上をさせてもらっております。６ヵ年合計で行きますと、１０５億４，

８００万円ほどの事業費ということになりますけども、いずれにしましても現在全てが新規事業

という形のものではございません。既存の事業の部分への財源充当という部分でもございますの

で、その辺の数字関係については色々と皆さんご意見があろうかと思いますけども、財源充当と

いう形の過疎債は非常に重要な部分でございますので、その辺の意味合いをご理解頂きたいとこ

のように思います。以上で説明を終わります。 
 
○総務課長 
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 今、担当の阿部の方から資料３について説明がありました。一番最後の資料の３をご覧頂きた

いと存じますが、トータルとして６ヵ年、本年度を含めた部分で事業費ベースで約１０５億４千

万円。その内新たに従来全く財源充当がされていなかったソフトのものについてが内数で約２１

億４，５００万円。ハード系で行きますとこれを除いた分ですから６ヵ年で８４億円ということ

になります。ただ、ハード系の８４億円の中については、現在行っている町の負担が生じない国

営ウエンベツの関係の２４億円ですとか、今の清里地区の道営を行ってございますが、今既に農

業関係者の皆様と協議を進めて、新たな道営の事業の導入という形が計画されてございます。そ

れが９億円程度ございますし、昨年度計画された農業振興計画に基づく農協の直轄事業、そうい

ったものを合わせますと大体３５億円前後が町の負担の伴わないもの、一部負担はあるんですけ

ども、国の事業、道の事業それが生数字で入ってございますので、現実的には町の補助等、町が

直接補助を受けながらとか、交付金を受けながらとかで、町単独事業で行きますとハード系は大

体約５０億円程度というような現段階での抑えになってございます。担当者が申し上げた通り、

現段階においては出来るだけ底広く、財政的な支援制度もございますので、底広く拾って行こう、

拾える可能性のあるものについては計画の中に盛り込んで行こうという形で現段階で計上させて

頂いているとこのようにご理解頂きたいと思います。当然単年度議決ですから、毎年毎年予算の

中に入れて議決頂く、それから全体計画についても冒頭に申し上げた通り、時限立法という形の

中で３ヵ年での抜本見直しという形になってございますので、当然その段階における国の動きが

ありましたら全体的な見直しを当然かけて行く。さらに議会との協議の中において新しい事業が

必要となった場合については、この計画の変更そのものを議会の議決を経て行う。そういった手

続きを踏みながら進めて参りたいと、かように考えているところでございます。なお、前回の過

疎計画の区分で申し上げますと、後期５ヵ年、今回は６ヵ年でございますが、大体ハード系だけ

で前回の計画で後期５ヵ年が約６０億円の事業になってきております。今回、今申し上げた通り

国営等の事業を入れた中で８４億円、実質的には５４億円強というレベルで現段階は抑えて、特

に今回の計画については、従来財政手当ての無かったソフトという部分をかなり広く織込んだ中

で２１億円程度になっている。こういった中で現段階では道との協議に臨んで行きたい、最終的

には９月の定例会に上程をさせて頂きたいと、このようにご理解を賜りたいと思います。以上で

す。 
 
○委員長 
 只今、過疎地域自立促進市町村計画の案について説明を頂きました。何か委員の方ございまし

たら。 
 
○藤田委員 
 前にも過疎債の案で出てきたけども、１点聞きたいことがありまして、まずこれは過疎の予算

だけで１００億円ちょっとになってるけども、さっきの第５次総合計画で総体はどれくらいにな

るのか。これはその中の一部の過疎の関係の予算が出てきたけども。今、総合計画の案を作って

いるでしょ。昔はこういう案が出てきたらこの事業がいくらって書いてあったんだけど、その辺

総額でどのくらいの金額の計画を組んでいるのか。 
 
○総務課長 
 総合計画については今は作業中ですので具体的な数字は出てございません。現段階では過疎が
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１００と言っていますから、６ヵ年ですから上積みという形になろうかと思います。あくまでも

６ヵ年の部分で行きますと大体１６億円ぐらい、平均に均しますとですね。但し、これにつきま

しては国営の直轄事業とかそういった大型事業も入ってございますから、町の標準財政規模とい

うものが当町は３０億円台でございますので、その中で行える投資的事業っていうのはある程度

限られて来るのではないかと。当然そういったレベルのものになろうかと思いますので、そうい

ったことを前提にこの後ろの積み上げを行って計上して行き、内部的な資料として抑えて行く。

このように考えてございます。 
 
○藤田委員 
 総額はどのくらいになるのか。 
 
○総務課長 
 大体３０～４０億円ぐらいありますので、それに上乗せという形になろうかと考えます。 
 
○藤田委員 
 ３０億、４０億だったら１０年間で３００億円ですか。簡単に言えば。 
 
○総務課長 
 それは標準財政規模は３０億円ぐらいという形でございますので、大体それが１０ヵ年ですか

ら、それが全体予算として、北海道の場合は今言ったような財源手当の要件が違いますから、う

ちが今平均して均して基本的な補助事業にのれた場合については、４０億円から４５億円ぐらい

で予算を組んでございますので、先程田中委員からもお話があった通り、総合計画の中でも出来

る限り合理的でコンパクトな施策の展開、その中で中身の問題っていう形での話も策定委員会で

も出てございますので、ある程度絞り込んでコンパクトに、総体的な内部的な資料としては整備

をさせて頂きたいとこのように考えてございます。 
 
○藤田委員 
 もう１点、逆にお願いしたいことがある。今、このような案を作って進んで行くことについて

は良いとして、さっき課長が言ったように国の政策で政府与党が替わったり、３年後、５年後が

どんなふうになるのか分からないとなると、お願いしたいことはそういう色んなことがある中で、

予算に上手く喰い付いて行ければ、そういう町づくりも出来るならやらなければならない。斜里

郡でも清里が１番良くて、よその町は仕事が無いって話もあるけども。私達議会としても出来る

範囲の協力はして行きたいと思っているので、町当局側からはそういう先を見ながら案を提案し

てもらわなければならない。乗り遅れたのでは困るし、その辺難しい部分があるので特にお願い

をしたいという部分です。 
 
○総務課長 
 総合計画におきましても、過疎自立計画におきましても、今後の政治状況、また国における財

政状況、地方財政計画についても非常に不安定な状況にあるということを踏まえて、今ご意見頂

いたことも十分踏まえた中で進めて行きたいというふうに考えてございます。当然、計画にはベ

ースのものが無ければ今言ったような新しい部分は興して行けないと思いますし、一方でこうい
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った少子高齢化が急激に進んでいることにおいて、安心・安全を確保する為、財政的な基盤をし

っかりして行くという大前提がございますので、その上においてのバランスっていうのも当然踏

まえた中で臨んで行かなければならないと、そういった立場に事務当局も認識してございますの

で、ご意見を参照させて頂きながら今後の計画や事務執行にあたって行きたいとかように考えて

ございます。 
 
○田中委員 
 項目の中で、焼酎工場の整備っていうのが２５年度にあるのですけど、これは何の整備か。 
 
○総務課長 
 現時点で想定されておりますのが、ボイラー関係の部分でございます。既に出来てから２０年

以上経ってございまして、その水周り含めたボイラー関係については耐用年数が来ているという

ことで、ここ何年か予算要求の中で上がって来ていることもございまして、経済対策の中でここ

１、２年ピットの改修ですとか、そういったものは行って来てございますが、今回ボイラー関係

が手付かずの状況ですので、そういったことも今後想定される案件という形の中で、織り込まさ

せて頂いているとご理解頂きたいと思います。 
 
○加藤委員 
 過疎計画の原案として今出ていて、これから道との協議を進めて行きますという表現だったの

ですが、これは９月の定例会までに詰めが終わるということで、そしてそのことを議会で承認頂

ければ結果として、この通り進んで行きますよという解釈で理解しておかなければならないとい

うことですか。 
 
○総務課長 
 そういったことでございます。法律的に規定されている手続きでございますので、そういった

流れで議会の議決と、北海道知事との事前協議、これによって計画が国に出されて承認された場

合について、そういった財政手当を受けられるというようにご理解を頂きたいと思います。なお、

計画的な数字の話については、当然予算の関係がございますから、計画に載っているからと言っ

て全てが執行するという話ではございませんし、計画に載っていないものが執行は出来ない、計

画変更を含めて、逐次それぞれその段階において必要性に応じて行われると、このようにご理解

頂きたいと存じます。 
 
○加藤委員 
 基本的にはそういうことだという言葉通りですが、基本的にはここで過疎計画が決れば大筋と

して５年先、６年先の状態も難航しているものですから、今、田中さんが言われたように焼酎工

場の問題だとか、色んな細部についての計画だとについて出来る範囲内で次の委員会の時にでも、

具体的な計画内容について、もうちょっと詳しく提示出来る範囲内ですべきことかなと思う。そ

のことが、逆に言うと総合計画が進めて行く中での、あるいは形の中でいくら予算については毎

年と言いながら計画の中で言えば大筋にその方向で進んで行きますよということになるのだと思

う。だから、出来る範囲内でその事業内容を提示する、ハードの部分で言う５０億ちょっと、ソ

フトで２１億と言われていますけども、それぞれの事業内容について、もう少し具体的に提示出
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来るものであればされるべきかと思う訳ですが。その辺については。 
 
○総務課長 
 申し上げている通り、法律に基づいた手続きが必要だということをまずご理解頂きたいと存じ

ます。そしてこの計画に記載されているものについては、全てが全体的な執行を要するものでは

ないという前提。あくまでも、財源担保という形の中で、そういった制度活用が地方自治体がで

きるという前提に立っての計画の議会での議決と、このようにご理解頂きたいと思います。今、

加藤委員の方からもございました、より具体的にということにつきましては、当然提示出来るも

のについては提示させて頂いておりますが、全てが過疎計画の中で執行されるのではなくて、個

別的な案件については個別的な社会福祉計画であったり、産業振興計画であったりという形で、

その中の積上げとしてやって行くとについても是非ご理解頂きたい。その中において、ハードが

現段階においてどういったものであるかと言うご意見、資料として示して欲しいというお話でご

ざいますので、それについては十分提出出来るような整備をさせて頂きたいと、かように考えて

ございます。 
 
○加藤委員 
 １００パーセントこの通りになるということでは無いということは理解しています。言われた

通り過疎債で充当出来るであろう財源を、目一杯事業として申請しておきますよということは分

りますけども、必要だからこそ可能な部分で将来こういうことが必要になって来るだろうと、そ

ういうことで上げている部分が大まかにあると思う訳です。そういうことの中で、この過疎債に

充当出来るから上げておいて、半分以下しかしませんよということにはならないだろうと。そう

いう形の中では、国の財政的な問題、道の財政的な問題でほとんどがカットされるっていう場合

もあるかもしれないけども、要望として今上げている段階の中では、出来ればスタートを切る２

３年度あたりの関係、国営の関係が大まかな部分になって来るのかもしれませんけども、例えば

新エネルギーの活用項目等も出ている訳ですから、そういう色んな形の中で、温泉を掘るだとか、

何をするかっていう具体的な環境の部分というものは、出来る範囲内の方向性というのは少なく

ても３年以内のものについては、出来る範囲内で課長の言った通り計上して頂いた方が良いよう

な気がいたします。 
 
○委員長 
 今、加藤委員の方からあったと思いますけども、それについては答弁が無いと言うことで宜し

いですか。 
 
○総務課長 
 今申し上げた通り、全体としてあくまでも過疎計画の方針上の性格をまずご理解頂いた上で、

予算については基本的にはそれぞれ単年度議決の形の中で行って頂いている。そして大まかな方

向性についても、想定される中においてある一定のバランスを取りながら進めていきたい。決し

て２３年度の分は今回表の中で割り振りをしているだけであって、全てがその中にぴたっとはま

らないってことを前提にご理解頂きたいと思う訳でございます。それと先程申し上げた通り、全

体的な計画でなくして、財源担保の関係でございますので、当然国の財政状況、町の財政状況、

緊急性などについては、それぞれ議会の協議の中において具体的な事業、更には予算的なものに
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ついて個別的に協議をさせて頂きながら進めて参りたい。更に短期・中期的な事業についても個

別的な、先程申し上げた計画の中で協議を申し上げながら、年度の色んな財政状況や国の制度の

変わり目、そういった変化に応じて予算を編成させて頂くと、そういった性格でございますので、

そういったことをご理解の上、是非とも全体的な過疎計画についてはご理解頂きたいと思います。

大きな事業が全体として固まって来て、どういった形があるのかってことについては具体的に提

示出来るものについては、大型事業、ハードの関係については今お話がありましたウエンベツの

積み残しの関係で残事業が何億あって今はこうですとか、今度新しい道営事業はこうですとか、

観光施設がこうですとか、細かく現段階における計画素案としてはご提示出来る。ただ全体的に

プロットされたものではないというのも併せてご理解頂きたい。あくまでも個別的な案件につい

ては予算を含めて、議会へ提案した中において議決を受けて進めていく。そういったことも併せ

てご理解頂きたいと思います。 
 
○議長 

道の方に出す資料についてはこれで良いかと思うんですが、折角資料を出して頂いて、加藤委

員の意見も、藤田委員の話もそうなんですけども、例えば最後のページの１０番目、その他地域

の自立促進に関し必要な事項で「新エネルギー」、これは平成２３年度が７千万円。これは札弦

のパパスの温泉の１つしかない訳でして、２２年から２７年で７千万だってことが分るんですよ。

ところが、教育他産業までですね、折角書いて頂いているのに年度と事業が記載されてないんで

す。例えば教育のところを見ると、２８ページに教育振興とあって、学校教育関連施設などがず

らっと出てて、小学校から学校プール、次に集会施設とずっと来ている訳ですけども、これを見

ると年度と金額が出ていない訳です。何にいくら掛かるんだってことが出ていない訳です。総額

だけが出て来ている訳です。折角だから議員には、折角この一覧表を作ったなら整合性を図って、

これは道に出す必要は無いのかもしれないけども、分かるのを出してもらう必要があるのではな

いのかなと思う。単純に、ボーリングの７千万はすぐ分かるんだけど、それ以外のやつは事業が

分からない訳です。例えば２の産業振興、平成２４年の観光又はレクリェーションで１０億８千

万使うが、これは何に使うんだってことが分からない。それをやるか、やらないか別にしても折

角ここまで出して頂いて、備考欄まで作って頂いているんですから、例えば清里小学校の改修は

何年目標と事業費がいくらだというのが書いている方が親切ではないかと思うんだけども、いか

がですか。 
 
○総務課長 
 基本的には今回提示させて頂いたものについては、道に提出するもの。計画書そのものの素案

という形でご理解頂きたいと存じます。また前回の委員会の中で求められたのは全体的な大まか

な概要について提示をするっていう形の中で、今回具体的なものを集約させて頂いて提示させて

頂いた訳です。それと、今、加藤委員、村尾議長からあった個別的なものについては、あくまで

も事務的な積上げという形の中で、１０年間に想定されるものを拾った内容についてまとめたも

ので、一部には先程申し上げた個別計画の中で、既に５年後という形の中で、例えば公住のスト

ック計画でございますとか、そういった個別計画のある一定の塊として計画に載っているものも

ございます。そういったものもある一定の６年間という中に、ばらして入れたり、バランスを取

りながら、また国等の事業であれば現段階において協議を行っている、そういったものを事務的

な集約として出している。その資料となったものについて、ベースとなったものを示すことにつ
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いてはやぶさかではありませんが、それが最終的な計画執行のための計画ではなく、あくまでも

資金を調達するための、そういった積上げの積算の為の資料だという前提に立ってご理解頂きた

いと、このように考えておりますので、大まかな大きな、特に大きなそういったものについては

ご提示することについてはやぶさかではないと、かように考えてございます。 
 
○議長 
 それともう１点、これの確認だけさせて頂きたいのですが、集落の整備、これはソフト事業も

今回から良いですよということで、１千万乗っかっている訳です。８番目の地域文化、これ平成

２３年からなんです。２２年の今回は無しってことになっている。プラネット事業のプラネット

ステージ公演かと思うんですが、これはソフト事業だから２２年からで良いんでないかと思うだ

けど、その辺はどうなんですか。 
 
○総務課長 
 先程申し上げた通り、全体的な枠で１千万なら１千万っていうですね、全体の６ヵ年における

総額という形の中で表していることもございまして、それを割り振りをしているものでございま

すから、各年度が完全にプロットにはまっているという形ではやってございませんので、過疎計

画自体についても一定程度の中における執行に対して財源を担保して行く、単年度、単年度の計

画について担保して行くという形でございませんので、そういったものについては総体として、

１千万なら１千万を６ヵ年の中で割り振ったという形です。それから制度上の関係で、今年度か

らソフトが入ってきたこともございますので、その辺については、ある程度大まかな頭だしの形

の中で具体的な方向性の道との協議の中で、どれがどこまで対象となるかはまだ決定が来てござ

いませんので、事務作業の中で一定の規模で割り振りをさせて頂いた、このようにご理解頂きた

いと思います。 
 
○委員長 
 宜しいでしょうか。 
 
○委員長 
 先程課長の答弁の中で、大まかな部分については必要ですかってことですが。 
 
○議長 
 ある程度の金額については出してもらった方が良いのではないか。 
 
○藤田委員 
 昔はこの事業にいくら、ここにいくらってあって、総額で４００億だとかっていう総合計画の

案が良く出て来ていたんだよね。それが頭にあったもんだから聞いてみたんですが。それと、出

来たら町民に負担の掛からない、町がお金を出さないでやれるものがあればと思うのでお願いし

ます。 
 
○委員長 
 それでは他ございませんか。 
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 それでは②番終わらせて頂きます。③番の説明をお願いいたします。 
 
○総務課長 
 清里地域資源活用交流促進施設条例、町民会館の建設事業を今やっておりますが、その関係に

ついてでございます。予定通り工期内に完成という形の中で進んでございますので、９月の定例

会におきまして、施設の条例を提案させて頂きたい、かように考えてございます。現段階の案に

ついて担当の主幹よりご説明申し上げます。 
 
○総務Ｇ主幹 
 資料２ページから４ページにございます。本条例につきましては、現在建設中の町民会館の管

理運営方法等について定めるものでございます。内容としましては、取り壊しました旧福祉セン

ターの条例、あるいは札弦、緑センター、また使用料等の関係におきましては生涯学習総合セン

ター、これらの内容に沿った形として作成をしております。まず第１条につきましては、この条

例の目的を定めているものでございまして、地域住民活動及び都市農村交流活動を促進するとい

うことを目的とするものでございます。第２条は施設の管理運営、こちらについては総務課が行

うという旨の内容でございます。第３条は施設の名称及び位置を示しております。第４条、施設

の使用に係る許可及び使用条件について定めてございます。第５条は使用料の定めでありまして、

これにつきましては後程別表１の方で説明をさせて頂きます。第６条、これは納付した使用料の

還付についての定めでありまして、使用取り消し等の場合の取り扱いを定めてございます。続い

て第７条、使用の制限についてでありますけども、公の秩序または風俗を乱す恐れのある場合、

建物を毀損、滅失する恐れがある場合、その他管理運営上支障がある場合については使用をしな

いことが出来るというものでございます。第８条、使用者が使用許可条件や条例規則に違反した

時、公益上または施設運営上やむを得ない時、この様な時は使用許可を取り消すことが出来ると

いう定めの内容でございます。第９条、損害賠償であります。使用者が建物又は付属施設、若し

くは備え付けの備品などを毀損または滅失した時、その損害を賠償しなければならないという定

めでございます。第１０条はこの条例の施行に関して必要な事項を別に定める規定であって、附

則は施行日を示しております。次、４ページの方に別表を記載してございます。第５条に定める

使用料につきまして、別表１ということで定めてあります。この料金表の構成としまして、各部

屋ごとの１時間当たりの料金を示しておりまして、生涯学習総合センター等の料金に準じ、年間

を通しての一律の料金設定ということで定めてございます。なお、備考欄もご覧頂きたいのです

けども、葬儀等の使用もございますけども、これにつきましては備考の最後の５の方に記載して

おります通り、一定の額の料金設定を考えてございます。また、使用料の減免につきましても細

かい内容、規則におきまして生涯学習総合センター等同様、社会教育団体ですとか、社会福祉団

体等につきましては一定の減免の基準を定めて参りたいと考えてございます。以上、町民会館の

条例の内容についてご説明させて頂きました。 
 
○委員長 
 ③番でありますけども、清里地域資源活用交流促進施設条例について今、説明がありました。

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） 
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○委員長 
 無ければ、総務課全般で何かございませんでしょうか。 
 無ければ、終らさせて頂きます。ご苦労様でした。 
 
○委員長 
 続いて２番、次回の委員会の開催ということで、事務局お願いします。 
 
○事務局長 
 次回は９月７日火曜日の９時からということで、お願いいたします。 
 
○委員長 
 ９月７日火曜日、９時からということです。 
 ３番その他、委員の方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、事務局。 
 
○事務局長 
 ございません。 
 

 
○委員長 
 それでは第８回総務文教常任委員会を終わらせて頂きます。ご苦労様でした。 
 

閉会 午前 ９時５７分 

 


