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第１０回総務文教常任委員会会議録 

平成２２年１０月２６日（火） 

    開 会     午前   ９時００分 

    閉 会     午前  １０時４２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２３年度清里町予算編成方針について 
 ②国１次補正「円高・デフレ対応緊急経済対策」への対応について 
 ③第５次清里町総合計画の答申及び町民意見提出手続きの実施について 
 ④その他 
  １）平成２２年人事院勧告について 
 ⑤農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業に伴う札弦地区施設の整備について 
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      河合 雄司 
 ■総務Ｇ主査      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    ■産業課長       斉藤 敏美 
 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤 和久 
 

 
○職務のため出席した者の職氏名 
    事務局長 宇 野   充 

    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。第１０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 
 １、町からの協議・報告事項ということで進めさせて頂きます。総務課から１点目から説明を

お願いいたします。 
 
○総務課長 
 おはようございます。総務課からは５点の事項について協議・報告を申し上げたいと存じます。 
まず１点目、平成２３年度清里町予算編成方針でございますが、お手元の議案の２ページをお開

き頂きたいと存じます。既に国によります２３年度予算の全体的な方向性については示されてご

ざいまして、国においても様々な団体において予算編成作業が行われておりますが、特に現時点

におきましては政党戦略といった新たな考え方が示されたと共に、経済対策、更には雇用対策、

生活の安心安全といった方向の中で次年度の予算を編成して行く、そういった方向が示されてい

る一方、特に国債に対する部分で４４兆円の受けるという枠組みも協議されている、非常にある

意味では厳しい経済環境が今後続く中において、税収の見通しがしっかりつかない中において、

１２月におきましては総務省から地方財政計画の骨子が示され、こういったものを踏まえながら

本町におきましても平成２３年度予算編成の事務的な作業に既に着手してございまして、年明け

ぐらいには全体的な方向性について、それぞれ事務的な整理を行い、早い段階でまた議会の方に

協議を申し上げるものについては協議をして行きたい、かように考えているところでございます。

具体的な予算編成方針の内容について、担当の総括主査よりご説明申し上げますが、今申し上げ

た通り、政府においては新たなそういった方向性を示して行く、一方におきまして当然次年度は

統一地方選挙の年に当たりますので、一般的な骨格予算編成になろうかと考えてございますが、

総体としては予算総計主義という考え方において、事務的には今後予想される事業等については

全体的な把握をした中において骨格予算の編成を行って参りたい、かように考えてございます。

特に第２期自立計画、３ヶ年計画の最終年度ということもございますし、また併せまして第５次

総合計画初年度といったこともございますので、統一地方選挙の全体的な流れを踏まえた中、総

体的な枠組み、こういったものについては担保的な補正、こんなものを模索して行きたい。更に

併せまして、当町における経済振興、雇用対策、安心安全なまちづくり、こういったことに資す

るような内容、こういったものを念頭に置きながら今後事務的な部分で編成作業にあたって行き

たい、かように考えてございます。予算編成方針の骨格について、担当の総括主査より資料をも

って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２３年度の予算編成方針について説明いたします。予算編成につきま

しては、１０月１５日に開催しました課長会議、並びに１６日に開催しました担当者会議におき

まして、職員に周知をいたしまして今現在、各課において予算編成の作業を行っている状況でご
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ざいます。それでは資料の２ページをご覧ください。まず、予算編成方針についての基本的な考

え方でございますが、国内情勢を見ますと昨年の衆議院選挙の結果、民主党が政権を担うことに

なりましたが、今年７月に行われました参議院選挙の結果を見ますと、政権運営の混迷度が増す

恐れがあるような状況でございます。一括交付金、子ども手当などの政策にも今後変化が予想さ

れたり、農業の所得補償制度の畑作への拡大適用、また農業農村整備事業などの公共事業の削減、

抑制など、国の政策動向を注視して行く必要があるというふうに認識してございます。このよう

な中、本町の予算編成に当たりましては、国の動向を注視しながら現在策定中でございます、第

５次清里町総合計画及び第２期清里町自立計画の着実な推進を基本とし、町民の安全、安心の確

保と、行財政改革に努めて参ります。また、平成２３年度は統一地方選挙の年でございまして、

骨格予算による予算編成が基本となりますが、第５次清里町総合計画の初年度として、また、地

域経済の低迷や雇用不安が続いている現況を直視し、町民の生活に不安が生じない確実な地域振

興施策の継続的な実施や、将来に繋がるハード、ソフト両面における計画的な投資と施策の目出

し、新たな公や地域力を担う住民協働と共生・共創を基調とした町づくりの推進に向けた予算編

成を行うこととしてございます。続きまして３ページをご覧ください。基本方針については８項

目を基本としてございます。１点目が、骨格予算での編成を基本とし、国の動向を的確に把握し

ながら、適時柔軟な対応をしながら予算編成を行うことといたします。２点目が、地域の経済状

況や雇用環境へ、迅速に対応する施策・事業を行うための予算編成及び財源の確保を行うことと

いたします。３点目が、経常的な事業、臨時的な事業についても共に見直しを行い、事業効果が

認められないもの、また必要性の低いものについては廃止・休止を行うこととしてございます。

４点目が、協働・共生・共創を基本とした、新たな公の担い手や地域力の創造につながるソフト

事業や人材育成の強化につながる予算の重点化や、長期展望にたった施設の計画的な整備を推進

して参ります。５点目が、団体補助や事業補助について、担当課におきまして適切な評価や見直

しを行うこととしております。６点目が、経常費について事務の整理や簡素化を継続的に行い、

ゼロベースからの積上げ方式といたしまして、グループ制の利点を活かした効率化を積極的に図

ることとしております。７点目が、施設の運営経費における考え方でございますが、補修や修繕

による機能の保持や長寿命化に努め、本来的な公の施設としての機能性の発揮や収支の妥当性を

精査することとしております。８点目が、新規事業における考え方でございますが、第２期自立

計画、第５次総合計画の方向性、また国の施策動向を勘案しながら提案することとしてございま

す。統一地方選挙の年であるため、義務的な事業を除き新規の政策事業は補正予算対応を原則と

してございます。４ページをご覧ください。予算編成について大きく８項目を載せてございます。

１点目が、第５次総合計画の着実な推進でありまして、重点プロジェクト事業であります花と緑

と交流のまちづくり事業、健康づくり総合対策事業、子育て支援事業の３事業について、総括的

に推進をして参ります。２点目が、第２期自立計画の推進、３点目が、国の政策動向を的確に把

握した中での地域振興対策の推進、また４点目においては、その時々の地域経済状況や雇用環境

に対応した機動的な予算編成を行って参ります。５点目が、経常的な事業につきましてはゼロベ

ースからの積上げ方式による事務の見直しを行うとともに、臨時事業におきましても第４次総合

計画の反省を踏まえた評価事務を行って参ります。６点目が、国の動向を見据えながら補助金や

交付金など特定財源の確保に努めるとともに、今までと同様に交付税措置の無い地方債の借入れ

については行わないことを基本としてございます。５ページをご覧ください。７点目が、歳出の

抑制でありまして、経常経費の削減に努めるとともに、各施設において電気料など省エネ対策を

推進するとともに、過大な見積もりを避けることを基本としてございます。また、財政健全化判
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断比率の将来負担比率を抑制するためにも、債務負担行為の設定を抑え、長期契約制度の活用を

推進して参ります。８点目が、予算の調整についてでございますが、複数の課にまたがる事業に

ついては、関係課について協議を調整を行うこととしてございます。これらの基本方針や編成方

針に基づきまして、経常費につきましては１１月中旬に資料の提出、１２月上旬にヒアリング、

臨時費については１２月上旬に資料提出、１月上旬のヒアリングを予定しております。骨格予算

による予算編成を基本としながら、新たな公や地域力を担う住民協働と共生・共創を基調とした

まちづくりの推進に向けた予算編成を行って参りたいというふうに考えてございます。以上が平

成２３年度清里町予算編成方針についての説明でございます。 
 
○総務課長 
 只今、予算編成方針の骨格について担当の総括主査よりご説明申し上げましたけれども、健全

財政を堅持する中、今後の国の動向をしっかりと把握して安心・安全、更には地域の活性化とい

うものに資するような予算編成に今後とも努めて参りたい、かように考えておりますのでよろし

くお願い申し上げます。 
 
○委員長 
 只今説明がございました、平成２３年度清里町予算編成方針について、委員の方から何かあり

ましたらお聞きいたします。 
（「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の国１次補正「円高・デフレ対応緊急経済対策」への対

応について、説明をお願いします。 
 
○総務課長 
 お手元の議案の６ページをお開き頂きたいと思います。お手元に別冊でも資料がありますが、

平成２２年１０月８日付の「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」ということで、政府

が公表している閣議決定がなされた内容について、別添の資料でお示ししてございますが、こち

らについては後ほどまた詳細をご覧頂きたいと思いますので、議案６ページをもって、今回の国

の１次補正に対する当町の対応の考え方についてご説明申し上げ、ご理解を賜りたいと思います。 
 国の１次補正「円高・デフレ対応緊急経済対策」等への対応という中で、国におきましては予

備費約９千億強の部分での対応、これは第１段階。そして現在国会において審議されております

補正予算については第２ステップ。そして平成２３年度の予算、これは第３ステップといった位

置付けの中で、継続的な経済安定対策、雇用対策といったものを行っていく方針が示されている

ところでございます。現在政府によって示されております国の１次補正予算の概要でございます

が、補正予算規模としては国費ベースで５兆１千億円、事業費ベースで２１兆１千億円、こうい

った内容で現在国会で審議をされているところでございます。対策内容、規模につきましては、

雇用・人材育成に係る部分が国費ベースで０．３兆円、新成長戦略の推進・加速に関する部分で

国費ベースで０．４兆円、子育て、医療・介護・福祉等の強化による安心の確保の関係で１．１

兆円、地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等の関係で３．１兆円、なお地方交付税の特会

への繰入を除けば国費ベースで１．８兆円、更には国の債務負担による公共事業の契約の前倒し

による公共事業発注関係で０．２兆円、合わせて国費ベースで５．１兆円の補正予算の内容が政
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府において示され、現在国会において審議をされているといった状況になってございます。今後、

国会における補正予算の最終的な議決等の状況、または一部内容的な変更も想定されるといった

国からの情報もございますので、そういった動向や各省庁からすでに個別的な事業についての事

務的な照会・調査といったものも動き出してございますので、そういった一連の動きを頭に入れ

ながら、今後町としても１次補正の対応を図って参りたい、かように考えてございます。具体的

な各対策内容に対応した町の部分でございますが、１）として社会資本整備、公共事業の契約前

倒しの関係で、国による債務負担による公共事業の発注、こういったものが予定されてございま

して、こういったものについては当然、北海道においては冬期工事が非常に難しいという部分に

ついては、前倒しになりますけれども翌年度の繰越というようなことが現在設定されてございま

して、建築物、道路等といったものについても、今後継続的な事業等を何件かもってございます

ので、対応可能なものについては、今後そういった一連の動きの中で検討して参りたい、このよ

うに考えてございます。具体的な事業につきましては、すでに道路関係については交付金事業等、

社会資本の関係で行っているものがございまして、２３年度、２４年度継続事業もございますの

で、そういったものについては具体的な調査が入ってございますが、ただ、箱物関係については、

それぞれ個々の部分でまだ見えない部分がございますが、今後想定されるものとしては公営住宅

等が今後どういう動きになって行くのかということもございますので、そういったものも頭に入

れながら今後の対応を十分図って参りたい、かように考えてございます。２）として地域活性化

対策でございますが、交付税特会の繰入、過年度分の償還等の財源を除きますと国費ベースで１．

８兆円になりますが、その中で地方独自財源として使える内容としては、仮称でございますが２

１年度補正でもあったような、きめ細かな交付金活用による小規模インフラ整備、修繕的な事業、

こういったものが交付金として現在政府案の中に盛り込まれてございます。３千億程度ですから、

２１年度の補正については１兆円近くございましたので、規模的には政府案としてはかなり小さ

な規模になってございますが、こういった事業、更に併せまして地方交付税の増額交付による地

域活性化対策事業という形の中で、３千５００億程度を、全体としては１．３兆円ということに

なってございますが、その部分の大半の１兆円以上については過年度分の交付税特会への繰入部

分でございますが、地方に配分される部分については３千億から３千５００億というふうに言わ

れてございますので、こういったものを具体的な地域活性化へ活用することが、今後の当町にお

ける検討課題になってこようかと、このように考えてございます。その他、国の中におきまして

は、子育て関係や医療関係、福祉関係についてもかなり細かな部分での補正措置が示されてござ

いますので、今後具体的な事業内容が国から示され、照会された部分で当町における対応につい

ては、こういったものについても具体的な補正方法について検討を事務的に加えて行きたい、か

ように考えているところでございます。また、すでに明確になっております国の１次補正対応と

いうことで、先ほど若干道路関係の事業については述べましたけれども、すでに予備費の関係で

国営ウエンベツ川の改修関係が事業費ベースで４億円、こういったものが補正措置がされてござ

いますし、また、道営事業関係の清里地区の部分で、当初農業農村整備事業の予算削減のあおり

を受けましてかなり縮まってございますが、その辺についても一連の動きが北海道であるようで

ございます。また併せまして、道道関係についても、当町は江南線、止別線、向陽線含めてかな

り事業が多い訳でございますけれども、道道についても一部動きがあると聞いてございますので、

この辺につきましても北海道との連携の中で対応するということで、それぞれ要請なり、キャッ

チアップをしっかり行って参りたい、かように考えているところでございます。また併せまして、

町単独の地域振興対策事業の検討ということで、記載しているとおり、１０月２１日に地域産業
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振興懇話会が開催され、農協、林産協同組合、建設業協会、更には連合、観光協会、商工会など

の代表者、当然議長も出席されて、それぞれ意見交換、それぞれの経済環境について報告があり、

かなり厳しい環境にあるとの話をそれぞれの団体から頂いてございますので、そこで課題提起さ

れた事業について、今後の対応として行うような何かはないか、そういった内容についても町単

独の範疇において十分検討させて頂きながら、今後１１月補正もしくは１２月補正で国の経済対

策の補正と合わせながら、今後十分検討し、更には所管の常任委員会とも協議させて頂きたい、

このように考えているところでございます。前段に述べましたとおり、現在国会の中で補正予算

については審議されている最中で、詳細が明確になっていない部分がございますけれども、出来

る限りそういった財源的なものについて担保をきちんとされるという条件を前提としながら、そ

の対応についても事務的には準備を進めて参りたい、かように考えておりますのでご理解を賜り

たいと思います。以上です。 
 
○委員長 
 只今、国の１次補正の対応についてということで説明がございました。委員から何かございま

したらお受けいたします。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 それでは続いて③についてお願いいたします。 
 
○総務課長 
 第５次総合計画の答申及び町民意見提出手続きの実施内容について、ご説明申し上げたいと存

じます。それぞれの段階において、総合計画の内容については所管委員会の方にご報告を申し上

げているところでございますが、すでに策定委員会から答申を頂き、町としての提案を町民の方

に行いながら、町民意見提出手続きを行ってございます。今後の流れ等も含めまして、１２月定

例会において議案として上程を申し上げて行きたいということもございますので、現在までの流

れ、今後の方向性について担当主査よりご説明申し上げます。 
 
○企画財政Ｇ主査 
 総合計画につきましては、昨年９月２４日に行われました町からの総合計画策定諮問を受けま

して、公募委員を含め合計３０名におかれます総合計画策定審議会委員によりまして、計９回の

審議会を開催してきたところでございます。前半の４回分につきましては第４次総合計画の実績

評価、取組みの反省等を行いまして、後半５回におきましては４つの専門委員会、「産業を育て

る」「豊かなくらしを育てる」「子どもを育てる」「まちを育てる」と４つの委員会に策定委員

及び町の幹部職員を割り当てまして、分散協議を行ってきたところでございます。また、その集

約をしまして基本構想策定委員の審議会を正副会長、それから各専門委員会の正副委員長により

構成しまして、基本構想につきまして取りまとめを行ってきたという経過でございます。答申は

平成２２年９月２１日に行われておりまして、その内容を持ちまして清里町としましては第５次

総合計画原案を作成しまして、清里町まちづくり参加条例第８条の規定によります町民意見提出

手続き、パブリックコメントを１０月１８日から１１月１２日までの期間行っていると、現在そ

のような経過になっております。また、この手続きに先立ちまして、お手元の黄色い冊子になり

ますが、１０月１５日付広報お知らせ版に同封させてもらいまして、原案概要版を全戸配布した
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ところでございます。また、１番最初の紙面については、パブリックコメントについても提出を

お願いしたいという文書もあわせて配布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、基本構想、基本計画の概要の掲載、それから白い冊子の原案の本編でございますけれ

ども、これにつきましては役場総務課をはじめ札弦・緑の各支所、生涯学習総合センター、保健

センターの計５カ所に縦覧をしてございます。また、その場面でも意見等を受付ける形で進めて

ございます。パブリックコメントの取りまとめ終了後におきましては、意見反映の検討を行いま

して、その結果については広報１２月号等で全体公表を行います。その総合計画原案の関係につ

きましては、地方自治法第２条第４項の規定に基づきまして、基本構想の議決を議会で行う必要

がございます。１２月定例会においての上程を予定しているところでございます。このことから

パブリックコメントの集約内容がまとまりましたら、今後の常任委員会等で報告をさせて頂く予

定となっておりますので申し添えたいと思います。以上で説明を終わります。 
 
○委員長 
 ③でありますけれども、第５次清里町総合計画の答申及び町民意見提出手続きの実施について

説明がございました。何か委員の方で質問がございましたらお聞きをしたいと思いますが。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 無ければ次に移ってもよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 
○委員長 
 続いて④その他として、２２年度人事院勧告についてということでお願いします。 
 
○総務課長 
 平成２２年度人事院勧告の関係並びにそれに関する町の考え方について、ご説明申し上げたい

と思います。すでに人事院から給与改定の部分で具体的な内容が示されてございまして、期末・

勤勉手当についての引下げ等々、何点かございますけれども、そういった中で人事院勧告がなさ

れ、今後政府においては当初段階においては民間との給与格差等も含めた部分で、一部にはもっ

と深堀りする必要があるんじゃないか、もっと切り込んだ方法があるんじゃないかという話もご

ざいましたが、政府の方針として現段階においては人事院勧告そのものを尊重して行くという流

れになっているようでございます。今後人事院勧告については、閣議決定が一定の段階でなされ

る、このように考えてございますので、その動向を踏まえながら当町においても１１月末に臨時

会をお願いする中、関連する給与条例等について条例改正に向けて進めて行きたい、このように

考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。人事院勧告の内容につきましては、担当主

査より資料をもってご説明を申し上げます。 
 
○総務Ｇ主査 
 それでは私の方から平成２２年度人事院勧告の内容につきましてご説明申し上げます。７ペー

ジになります。近年の景気低迷によります民間企業の業績悪化を鑑みまして、公務員給与が民間

給与を上回るマイナス格差を解消するために、月例給及び期末・勤勉手当の引下げ勧告が出てご

ざいます。月例給与につきましては、５５歳を超える職員の俸給月額の減額支給、率にしまして

１００分の１．５を減額するというものでございます。更に４０歳以上の中高齢層の俸給月額に
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つきまして、平均０．１パーセント引下げ改定となります。また、期末・勤勉手当につきまして

は、民間の支給割合に見合うよう年間０．２カ月の引下げとなりまして、これにより年間支給月

数は４．１５月から３．９５月の支給となります。６月期の手当につきましてはすでに支給して

ございますので、１２月期の支給分をもって調整することになります。この他、定年延長に向け

た制度の見直しにつきましては、平成２５年度から３年に１歳ずつ定年を引き上げ、平成３７年

には定年は６５歳となります。育児休業等に関する法律の改正につきましては、非常勤職員の育

児休業及び育児時間につきましてそれぞれ記載のとおり改正するものでございます。以上、勧告

の内容をご説明申し上げましたが、本町におきましても国家公務員に準ずる内容で、同様の措置

を行って参りたいと考えてございまして、今後におきまして職員の給与条例をはじめといたしま

す関係条例を改正して参りたいというふうに考えてございます。簡単ではありますが、以上で説

明を終わらせて頂きます。 
 
○委員長 
 ④の人事院勧告についてということで説明がございましたけれども、何かありましたらお聞き

いたします。 
（「なし」との声あり） 

○委員長 
 それでは次に⑤について、口頭でありますけれども説明をお願いいたします。 
 
○総務課長 
 ⑤の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業札弦地区の整備について、ご説明を申し上げ

たいと思います。過日８月１９日に開催されました常任委員会の席におきまして、町の考え方と

してはその前の常任委員会まで基本計画という形の中で札弦センター、更には道の駅パパスラン

ドについて、それぞれ現在地の中にこういった考え方をもって整備を進めて行きたい、そういっ

た内容で議会にもご協議を申し上げてきたところでございますが、多少時間的な余裕もあるとい

う中で、それぞれご議論頂いた中において、経費の削減や人口の減少、更には合理的な運営等々

の観点から、同一敷地内で２つの施設を整備するということについてと、当初案の現在地にそれ

ぞれの施設を建設するということを、併せながら並行して検討させて頂きたいという形の中でご

説明申し上げ、町当局におきましても本格的な内容についての内部検討を加えてきたところでご

ざいます。その後、札弦地区の自治会、札弦第１・第２・第３・神威南の自治会の代表者が、８

月３０日でございますけれども、町長に面談を求めて参りまして、札弦自治会としては平成１９

年にそれぞれ町、議会に要望書を提出頂いた経過の中において、札弦全体としては札弦センター

については現有地の中において建設して頂きたい、そういった意向を示して来られたところでご

ざいます。町としては札弦地区全体の活性化ですとか、関連する施設の合理的運営ですとか、ま

た将来的にどういった人口推移になっていくのか、そういった様々な観点もあるので、意見は意

見として町としては受け止めますけれども、再度その形について直接職員が出向きながら、札弦

地区の全体的な意見をお伺いしながら、同一敷地内における考え方というものも並行しながら検

討して行くので、もう一度きちっとそういった形で受け止めて頂きたい、そういった話を申し上

げた中において、過日札弦地区の活性化協議会が開催されましたので、そこに出向きながら再度

地区全体としての考え方、意向を確認させて頂いたところでございます。町からは私総務課長と

担当の主幹、産業課長が出席し、札弦地区の活性化協議会からそれぞれ４自治会、また関連する
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団体の代表者、１６名が出席しながら、その中で地区全体としての考え方について確認をさせて

頂いたところでございます。結論的な部分を申し上げますと、札弦地区におきましては、地区住

民の総意という形の中で、札弦センターについては現在地の中でそれぞれ整備をして行って頂き

たい、その考え方については１９年の要望書を出した当時から何ら変わっていない、そういった

ことを最大限尊重する中、町としては整理をして行って頂きたい、そういった意見を頂いている

ところでございます。町としましては、前段の部分で現在までの経過、更には基本的な札弦地区

における施設整備の考え方、活性化の考え方、こういったものをご説明申し上げたところでござ

いますが、議会における協議等も踏まえながら、町としての基本的な考え方としては現在すでに

老朽化しているものや、利便性の向上を図るために施設のリニューアルや整備を図って行くとい

う基本的な考え方、併せまして、札弦地区及び清里全体の地域振興に資する整備、そういったも

のを現在取り組んでいる農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の中で行って行きたい。特

に札弦センターについては安心安全を支えるコミュニティの中核機能の確保という形。また道の

駅パパスランドにおきましては、地域の賑わいと交流、雇用関係がございますので、そういった

場として機能。これに加えまして当然運営管理の側面もございますので、管理運営の全般的な合

理性や経費の適正化、更には効率化が図れる施設、地域実態に合致した適正な投資ですとか、運

営費の効率化、こういった３点を町としては基本としながら進めて行きたい。そういった中にお

いて、建設の場所の考え方としては、当初委員会でも示したとおり、両施設とも現在地を基本と

した整備の考え方と、もう一度そういった合理性の考え方についてパパスランド敷地内に２施設

を整備し、既存の施設についても有効活用を図って行く。そういった２つの考え方をお示しして、

札弦地区の全体の意見をお聞かせ願ったところです。当初案にありました、両施設とも現在地を

基本とした整備を行う場合については、当然、ウエイト的なものとしては個別的な独自性の確保

が図られて行く。当然、市街地にございますので、札弦センターが市街中心になることにより、

利便性の問題ですとか、市街地全体の中心部の空洞化、そういったものの歯止めというメリット

面。また、同一敷地内に建設することによって、それぞれ機能的な整備によって運営費の合理化、

効率化が図られるといったメリット。機能の集約による違った部分での利便性が生じてくる。ま

た、既存施設の有効活用が図られるのではないか、そういったそれぞれの部分でのメリットとい

ったものについてもお話をしながら協議を申し上げたところでございますが、全体的な部分とし

て札弦地区の意見という形の中で、地域意見としては郵便局、警察などの公共施設が現在地に隣

接しており、札弦地区の中心である現在地の場所が総体的な他の公共施設も集約しているという

ことで、地域住民にとっては非常に利用しやすい環境にあるので、その環境を継続的に確保して

欲しい。また、同一敷地内に建設することにより、経済的な部分とか合理性、管理運営について

はある部分では図られるかも知れないけれども、やはり住民の利便性というものを行政として判

断をして欲しい。また、前段で申し上げたとおり、協議会から１９年に要望が出てございますが、

地区全体の意見としてはセンターについては現在地が望ましいという考え方については、それは

全く地域全体の総意として変わっていないという話。併せて、性格の違う施設を同一敷地内、ま

たは隣接することによって、それぞれの機能が十分に発揮されないのではないかといった懸念も

若干ある、といった個々の意見も頂く中、札弦地区においては全体として、札弦センターについ

ては現在地での整備を要望して行きたい、こういったご意見を賜ったところでございます。そう

いった内部的における両方のメリット、デメリットの検討、更に地区全体のご意見を伺う中、町

の方向性としては現段階において、やはり地域住民のある一定のご理解を頂いた中において整備

を行っていく必要があるという考えに立ち、札弦センターについては現在の場所に整備をして行
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く、そういった中で事業を今後進めさせて頂ければ大変ありがたい、このように考えているとこ

ろでございます。全体的な事業の今後の町の現段階における進め方としては、従来申し上げたと

おり、平成２２年度においてはそれぞれの施設の実施設計について、国からの交付金がすでに決

定しているところでございますけれども、２３年度に札弦センター、２４年度についてはパパス

ランドについて建設して行く。但し、２２年度については両施設の設計費やそれぞれ交付金が決

定している訳でございますが、現段階の町の考え方としては２２年度の今後の予算執行について

は札弦センターのみで、パパスの関係の予算執行については再度農水省と協議をさせて頂いて、

農水省の了解が得られるならば、道の駅パパスについては次年度繰延べをして２３年度に実施設

計を繰延べ出来ないか、こういったことについて農水省当局と事務的な協議を進めさせて頂きた

い。特に札弦のパパスにつきましては、具体的な規模の問題、既存施設の活用の問題等も残って

参りますので、２４年度建設でございますので、１年間まだ余裕があるという形の中で、制度的

な話でございますけれども農水省との関係について、そういった１年間先送りするかどうかにつ

いて、事務的な協議を進めさせて頂きながら２３年度設計という方向で町としては進めることは

出来ないか、こういった考え方を現在持ってございます。従いまして、議会のご理解を頂く中に

おいて、それぞれ札弦センターについては２２年度の実施設計で今後予算執行させて頂きたい。

また、札弦センターの建設の考え方でございますけれども、すでに常任委員会の中で協議・報告

をしているとおり、基本構想、基本計画の中において、約７００から８００㎡程度で平屋、出来

る限り木を利用したもの、更に加えまして同一敷地内にあります消防施設についても、交付金事

業と並行しながら何らかの財源手当をする中、一体的な整備を図って行く。但し、当然、議会委

員会の中でご協議頂いた規模の関係、運用の関係等については過大にならないような部分、そう

いったものも十分踏まえながら、今後実施設計の部分での予算執行にご理解を賜りたい、かよう

に考えてございます。以上、簡単でございますが、現段階における町の考え方について申し上げ、

ご理解を賜りたいと思います。 
 
○委員長 
 只今、札弦地区の整備ということで説明がございましたが、今聞いて、私達の考え方だとか捉

え方なんですが、行政では１回時間をくださいよということで時間を頂いた。しかし、今の話の

中で聞いていますと、地域の自治会長や活性化協議会等で協議をしたと。そして最終的に行政が

結果として決めたんだろうと。ただその説明と言うのか、決定の中身について、もう少し詳しく

教えて頂ければというふうに思うんですが。今聞いていますと、陳情あるいは懇談会等で要請が

ありましたよと。それを重視しましたよという捉え方でいいのかどうか。 
 
○総務課長 
 まず１点目としては、現在まで昨年来、全体的な事業として所管の委員会を協議を申し上げて

きた。その中の意見というものも十分踏まえた上で、前回の委員会の中でもいわゆる地域の意見

というものもきちっと踏まえた中で行われるべきではないかという意見を頂いてございますの

で、そういった経過の中において、特に札弦センターについては地域施設、コミュニティ施設と

いう性格を持っておりますので、やはり全体的な地域合理形成、そういったことを前提としなが

らある一定の方向性を出すことが町としても必要という認識に立って、今日そういった方向性を

ご提示させて頂いている、このようにご理解頂きたいと存じます。 
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○委員長 
 他の方で、質問・意見ございませんでしょうか。 
 
○加藤委員 
 今、委員長も言われたんですが、基本的に時間をくださいという中で両案で検討して行きます

という提示があった訳ですが、そういう中で当然のように１箇所でやるという案のメリット、デ

メリット、２箇所でやるメリット、デメリット、只今口頭で色んな部分の説明がありましたが、

全体として本当に最終的に地域の要望をもって元に戻ったと。それが正しい表現なのかどうなの

かはともかくとして、２箇所でやると。そういうふうになったときのデメリットをどう最小限に

食い止める努力をするのか。本来的には経費の問題。例えば、今の札弦地区の住民の要望はそう

であるけれども、５年先、１０年先を踏まえた、そういう色んな環境についての部分については、

やはり口頭じゃなくて、今までの会議の会議録なり、あるいはこういうような形ですよと、ある

いは運営状態を今後こうして行くからそのデメリットを最小限ここまでできますよとか、あるい

は結果的には１箇所にするよりも２箇所にした方が将来に向かって良かったですよというのを、

もう少し具体的な文章的な、あるいは運営状況の提示というものをするべきでは。今回は口頭で

すのでここで結論が出る出ないでないと思うんです。それらについて、これであればなぜ町サイ

ドの中で当初から言われていた、札弦地区からの要望は出ていた訳ですから、そういうものが出

ていながら、２つの案について検討しますと。要望が出たのは何年も前です。そして実際に出て

きた中で、１回の委員会の中で提示をされ、次の委員会の時には基本的に元に戻るというか、や

はり両案については口頭でなく、次の委員会までにもう少し具体的な内容、運営方法についての

提示、全てを文書で提示して頂くべきでないかなと、逆に委員長にお願いしておきたいと思いま

す。 
 
○委員長 
 当然、２つの建物を建てるという話をする中で、１つ前倒しと言いますか、来年から進めて行

きたいですよということは、パパスの関係については、当然するよというふうに動いたら決まっ

て行くんだろうと。そしたらその規模も分からなければ、財政運営だとかという部分についても

まるっきり分からない部分で承諾をしてしまうという危険性が出てくるという心配もあるんで

す。ですから、出来ればその辺も口頭でなくて、文書で出して頂くことは出来ないのか。 
 
○加藤委員 
 ただその時になって文書が出てきたとして、１箇所にした時に色んな部分で削減できるけれど

も、お金をかけないという部分でなくて、逆に色んな部分で将来にわたって施設をそこに造るこ

とにより、形的な方法の具体案があったような気がするんです。だから単純に２箇所にして、そ

れぞれ規模を小さくしてやって行きますよという方法も、これも確かにあるだろうと思うんです

が、１箇所にして予算的には変わらないけれども、将来のために必要な方法として拡充をきちっ

と出来ましたよとか、色んな部分が私はあったと思うんです。そういう部分をもう少し具体的に、

単なる経費だけの問題では私はないと思いますし。そういう部分を含めて口頭ではなくて、文書

なりで提示した中で論議をすべき内容かなと思いますけど。 
 
○勝又委員 
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 今、説明を頂きましたけれども、札弦からは今加藤委員が言われたように、早くから活性化協

議会の考え方は出ていた部分で、その中でもそれぞれの現在の場所にということも要望の中に盛

り込まれていた。そんな中で前回の委員会の時に町側からの提案があって、同一の場所にという

提案があった訳なんですが、大体そのこと自体が私も解せない部分がちょっとありますが、そう

いう案も検討してしかりかなと捉えればいい訳なんですけれども。今回そのような部分で札弦の

自治会から要望があって再度それぞれの場所でということで、提案側の町長と懇談されてという

部分の中では、私としては今課長から説明のあった施設の維持管理とか、そういうものも含めて

論議されたのではないかと思う。その中で地域がそれぞれの場所で整備を進めてくれという、元

の案のままで要望されたというのは、私はやっぱり札弦地域の住民が施設を維持して行く訳です

から、そのことを十分に尊重した形の中でこの話を取りまとめて行くというのが妥当ではないか

なと、このように感じる訳であります。 
 
○委員長 
 他にご意見ございませんか。 
 
○副委員長 
 今それぞれ意見が出ているんですけれども、札弦活性化協議会だとかからこの件に対する要望

が出てきておって、当初お話があったように議案で進んで来ていたんですが、たまたま私共の委

員会が現地調査をして、その時に色んな意見が出たりして、その後１つにまとめてということだ

ったと思うんですが、私としてもどこでどうなったのかと解せなかったです。なので、あの時も

私は申しましたように、札弦地区の皆さんの意見がどうなっているのか、その辺を把握していま

すかとか、色々お聞きしたんですけれども。私は札弦地区の皆さんと会う機会もありますから、

そのことを聞いているんですけれども、どこも高齢化で特に郵便局や警察から離れる場所に支所

があると、役場の税金を納めるにしても、水道料を払うにしても、パパスの方まで行ってとなる

と大変だというような意見も出ていたようですし。それから札弦と言っても、神威地区も入るん

ですよね。神威地区の皆さんの意見もやっぱり今までどおりの場所で、それぞれの施設を造るべ

きだというふうに私は聞いております。従って、今までの我々の調査、そして今日までに至る経

過を見ておりまして、町の方からの２つを１つにする、パパスに集めるということについては、

前向きに検討してみましょうというだけのことだったと思うんですよね。だから、札弦地域だと

かの意見も時間をかけて聞いて来たのではないかと。そして検討した結果、今提案されたような

ことで事業を進めるということになったんではないかと私は理解します。従って、私は良しとし

ます。 
 
○委員長 
 他にありませんか。無ければこれで終結してよろしいでしょうか。 
 
○議長 
 今後の進め方はどのようになっているんですか。 
 
○総務課長 
 もし今説明した部分でご理解頂けるのであれば、先ほど述べさせて頂いたとおり、札弦センタ
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ーについては今年度の実施設計の予算執行に入らせて頂きたいと考えてございます。また、パパ

スの関係については、今後農水省との事務協議をもって出来る限り２３年度の実施設計に先送り

をして行く、そういった形の中で進めさせて頂きたい。札弦センターの関係につきましては、実

施設計に入って行く経過の中において委員会からご意見頂いた全体敷地の活用の問題や消防の部

分、そして事務的には基本構想と基本計画の段階でおおよその規模ですとか機能というものをお

示ししてございますが、今後の実施設計の経過の中において、逐次、委員会の方にそれぞれの進

捗状況における平面とか詳しいものをお示しする中、段階的なご理解を頂きながら作業を進めて

行きたい、こういった方向でご理解頂きたい、このように考えているところでございます。 
 
○議長 
 先ほどからそれぞれの委員からもお話があったんですが、１施設でという案が出たり、当初か

ら従来どおりの場所という、行政側としては細矢委員からお話が出たんですが、なぜこういう話

が出てきたのかなと。たぶん推測では１箇所であれば維持費が安くあがるのではないかというこ

とから出てきたのかどうなのか。分かりませんけれども。札弦地区の皆さんから要望が出て来て

いるということも事実でしょうし、住民の福祉向上のためにそういうことが望ましいならば、そ

れは止むを得ませんが、ただ、危惧することは、基本方針にも謳っている訳ですが、私共の町は

第５次総合計画を含めて協働・共生・共創を基本としますと謳っている中で、長期展望を持った

施設の計画的な整備を進めて行くんですよと。ですから、例えば札弦地区からの要望、陳情、こ

れも大事なことなんですが、行政としてどう協力してもらうかという話が、どうも課長の話から

は聞こえてこないんですよ。例えば維持管理、運営するのに、支所には支所の役割があると思う

んですが、住民の皆さんに対しても、支所を改修するにはお金がかかりますと。ついては地域の

皆さん方もボランティアで協力して欲しいとか、そういう話が私はあってしかるべきなのではな

いかと思うんです。ここまで来ると。それともう１点、緑清荘もそうなんですが、この３ページ

の基本方針の７番目にも書いてありますが、「施設運営経費については、直営・委託・指定管理

等を問わず、機能性の発揮や収支の妥当性を精査する」と謳っている訳で、パパスの問題もそう

ですし、緑清荘の関係の指定管理もそうなんですが、議員がそれぞれ心配するのは将来にわたっ

てどうなんだと。だから造るのはいいんですよ。この支援交付金があたれば２億円かかれば５０

パーセントの補助をもらって１憶円で出来ると。造る時のお金は問題ないんです。維持費の問題

なんです。それともう１つ、課長の方から消防も一括的にやらないとならない。そうなると、札

弦の第２分団の消防団員は将来どうなって行くんだと。年齢的に、構成的に若い人がいるのかと。

そういうことを考えた時に、第２分団が１０年後、２０年後に継続してやれるのかどうなのか。

それであれば今から消防設備を整備する時に、２０年先を見込んだ消防施設をどう造るのか。そ

の辺のちゃんとしないでやるというのはいかがなものかと、このように思うんですが、その辺に

ついてはいかがですか。 
 
○総務課長 
 まず１点目の、地域として今回そういった整備の中においてどういった形が積極的に運営に関

わったり、その役割を地域自体が担って行くのかということについては、私の説明不足で大変申

し訳なかった訳ですけれども、当然、札弦地域の協議会や自治会長会議の中においても、委員会

でご指摘があったとおり、やはり運営経費というのは非常に今後心配されるところであり、更に

高齢化してきている中において、どういった形で地域全体が協働的な力、共生的な力、共創的な
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力を担ってやって行くのかということで、すでに４自治会の連絡協議会という組織と活性化協議

会という２つの組織が地域内に出来ている訳でございますが、その中の活動内容全般の見直しを

やって行こうじゃないか。従って、今後施設ばかりではなくして、高齢者に対するボランティア、

施設運営、従来から行ってきた自治会活動の中での地域雇用のシステム、こういったものをもっ

と縦横から作り直して行こうといった話し合いをしながら、地域の方では行ってございますので、

そういった部分における拠点施設として、新しく整備されて行くその方向性で検討されている札

弦センター、こういったものを有効に活用して行きたい。すでに現在も敬老会ですとか老人クラ

ブ等の様々な集まりについては、地域で手作りの中で行われて来ている、その広がりをしっかり

して行って、更に地域の過疎化や社会的な不安といったものをお互い助け合う部分の中で進めて

行きたい。そういった協議がすでに部分的になされてございますので、そういったことについて

も、今ご指摘のあった関係も十分に伝えながら町としても連携を取りながら今後進んで行きたい。

かように考えてございます。２点目の、それぞれの施設運営の有り様、直営・委託・指定管理で

ございますが、指定管理制度が地方自治法が改正になって、当町においても色々と運営を行って

いる訳でございますが、指定管理制度そのものが全て万能というふうには考えてございません。

その中で施設が持つ性格、更には目的、そしてそれによって住民福祉の向上や地域振興につなが

るといった組合せの中で、直営ですとか委託ですとか指定管理の有り様というものが精査されて

行くと思っていますので、先ほどご指摘頂いた内容的な方向性も含めて、十分に第５次総合計画

の新しい方向性や予算編成の中においても、再度事務当局としても精査させて頂きたいと考えて

ございます。また、消防団の関係でございますが、すでに第１分団、第２分団、第３分団ともに、

それぞれ団員の確保が非常に厳しくなってきてございます。そういった中において、今回並行し

ながら検討させて頂く整備についても、どういった規模のものが必要なのか、どういった地域連

携の中において、安心安全のための消防体制が構築出来るのかということについても、並行しな

がら検討させて頂きたい。完全に今ある規模のものを造って行くという意味ではなくして、そう

いった合理性を図りながら今後の事務的な検討の中に含めて検討させて頂きたい、かように考え

てございますので、ご理解を賜りたいと存じます。 
 
○議長 
 うちの町は、ハードが平均して先行する訳で、ソフト面も充実した形の中でハードもやるんで

すよという話をしないから、色んな意見が出てくるんですよ。やはり充実した地域整備、札弦地

区を整備するよと、消防も含めてやるよという時に、そこまで掘り下げた議論をして、そのため

にこういう施設がいるんだという話をちゃんとしてもらわないと、議員もそれぞれ立場があるん

で、色んな問題があると思うんですが、やはりその辺を深く掘り下げた形の中でこういう事業を

進めてもらいたいと。時間がないんですが、そのことも併せて実施設計と並行して詰めてもらい

たいと思いますが。 
 
○総務課長 
 只今、村尾議長からご指導・ご指摘頂きました。今回のことを汲んで、色々とご意見頂いたこ

とを十分頭に入れながら、今後の事務執行にあたって行きたいと考えてございます。また、先ほ

ど来話に出ました、総合計画及び予算編成の方向性についても、そういった中身のことについて、

しっかりと論議する場とか協議する場の重要性についてもご指摘を頂いてございますので、そう

いったことも十分頭に叩き込んで、今後逐次、議会、更には対住民との間においてもしっかりと
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中身についてご報告し、ご意見頂いた部分については整理してハードや地域振興に結び付けて行

く、そういった基本原点をしっかりと捉えて進めさせて頂きたいと考えておりますので、本件に

ついてご理解を賜りたいと思います。 
 
○中西委員 
 確かに１９年に要望が出て、今回も行って話をしてきたということで、活性化協議会が１９年

から全く変わらない考えでやってくれということですけれども、我々も現地に行って見て来てい

るし、確かに支所の近くに警察などがあるからそっちがいいというが、そういうことじゃないと

思うんです。そうじゃないでしょ。移動する範囲じゃないでしょ。きちっとこうしたいからとい

うものがないと。心配なのは、札弦センターが出来て、今度は風呂が遠いんじゃないか、それな

らこっちへ持って来いってことになるじゃないですか。移動の話であれば。そういうことじゃな

いでしょ。中には中心地を神社は移動できないから神社の周辺にということも出て来ると思うん

ですよ。神社もある、警察もある、駅もある、そういうことじゃなくて、その札弦全体の地域活

性化のために両方に分けてやるというようなことを、きちっと言っているのか。それもきちっと

指導して行かないと、何年か経った時にそういう話が出てきますよ。パパスの風呂はここでやる

んだとか言って行かないと。要望は色々出てくるけれども、要望は要望として聞くと。だけど、

町全体を清里町としてどうするかと考えた時に、どうやるんだということをはっきりしないと。

右往左往して議員もそうだと思うんですよね。住民はみんな色んなことを言うと思うんです。だ

けど、こうするんだということを提案してきて、我々議会がどう判断するか。これは将来的に札

弦地区にベストなのかと。パパスの場所だとか総合計画で今まで決めてきたことなんでしょ。思

い付きでやっている訳じゃなくて、前の議員だってみんな現場を見たりして、温泉を造る場所だ

とかも総合的に判断してやってきたんです。みんな年は取って行くんです。行けるとか行けない

とかじゃなくて、きちっとそこを説明してもらわないと、我々もどうしていいのか。要望どおり

やるって言っていて、１箇所でやったらって出てきたからそれもいいんじゃないか、時間をくれ

となって、また時間が経ったら今度は距離が遠いからとか言う話で。そういう話でなくて、きち

っと活性化のためにどうするのか説明しないと。私はそう思いますけど。車で行けなくてもどう

いうふうな状態が将来的には一番ベストなのか。そしてそういうところにきちっと金をかけたら、

こういう町づくりに繋がるんだということを。その辺の確認をしておきたいと思います。 
 
○総務課長 
 様々なご指摘を頂いてございますけれども、基本的には今日ご協議申し上げたことが、町の最

終的な方向性でございますので、この点について十分ご理解を頂きたいと思います。また、ご意

見として頂いたものについても、出来得る限り踏まえた上で、しっかりと事業事務を議会に協議

させて頂きながら進めさせて頂きたい、かように考えておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 
 
○委員長 
 他にございませんでしょうか。藤田委員。 
 
○藤田委員 
 進め方については、私も認めざるを得ないけれども、１点だけ。今回この札弦の関係は決算委
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員会から始まって来ているんですが、ある程度論議をしながら決めて行きたいという説明で、当

局はここまで来たと思うんですよね。一番問題なのは、前回の時に当局は２つの案を検討してみ

たいと言って来て、私は急に案が変わったんだなと解釈したんですけど、また今日出てきてみた

ら、元に戻りましたということですが、その間で札弦自治会だとかと話し合いを町長がやって、

町長もそれに基づくような話をしたのか、議会で論議したようなことをきちっと言って、それと

町長は対極的な立場でこう行くんだということを言ったのか、その辺の考えをもう一度、詳しく

聞かせてもらいたいと思う。それでないと、私達は４回か５回論議をやって来ているけども、そ

の意味というのが消えて行ってる感じもするので。何でもかんでも地元優先で、活性化委員会や

自治会長会議で出たからそれに従わなければならないというものではないと思うんです。議員と

しては。私は選挙で出ている以上、あえて町長と同じとは言いませんけれども、対極に立った上

で、どうするかを基本として二十何年間やって来たつもりです。その辺、前回から話が少し変わ

ったのは、どういう経過でそうなったのか。それに基づいて４自治会長と話をしたのか。町がお

願いして話し合いをさせてもらったのか。向こうから話し合いがしたいと来てやったのか。その

辺を聞かせてほしい。 
 
○総務課長 
 まず、町としての考え方ですけれども、前回の委員会において多少時間を頂いて継続審議をさ

せて頂きたいと。その中において、並行案として同一敷地内における２つの施設の整備を行いた

いということで、これはあくまでも町の責任において、そういった継続審議について委員会をお

借りした、そういった立場でございます。特に町の立場としては、委員会でもご議論があったと

おり、ある一定の多額な投資を行って行く、更には施設の維持管理についても、ある一定の継続

的な費用が必要だということにおいて、やはり当初の部分とは違くなりまして、２３年度に札弦

センター、２４年度にパパスという年次プロットの見直しを行った経過の中において、最終的な

多額の投資、また今後かかる運営という観点の中から、２つの案ということで、もう一度事務的

な部分も含めて検討させて頂きたいといった主旨で前回ご協議申し上げた、このようにご理解を

賜りたいと思います。それに引き続き、今お話があった札弦地区の４自治会からの町長への面談

申し入れについては、１９年からそういった要望が来ていて現在に至り、２２年の実施設計とい

う形が組まれた訳でございまして、そういった事業の今後の方向性について、町の考え方につい

て直接町長の話を聞きたいという形の中で、自治会側からの要請によって町長と面談を行ったと

いった経過でございまして、その中においては、自治会の代表者の方からは地域の意見としては

こういった意見であると。町長としてはそういった意見をお聞きしたので、当然議会と協議して

きた経過もございますし、国に申請した経過、それに将来的な札弦地域の全体的なコミュニティ

としての、安心安全のまちづくりをどういった方向で行くのかという広い範ちゅうにおける地域

活性化や札弦地域の振興という観点の中から、十分皆さんの意見も尊重する中、もう一度総体的

な地域の意見をお聞きすると。そのための場を担当職員含めて派遣するので、しっかり集約をし

て欲しいという話の中で終わってございます。そういったことを含めながら、先ほどお話申し上

げたとおり、活性化協議会の役員さんの会合に私達職員も出向き、再度札弦センターへの意見と

してこういった方向でという形について、再確認等をさせて頂いた。その経過を踏まえて全体的

な方向性として、前段で申し上げたような流れの中で町としては事業事務を執行して行きたい。

こういった考え方を今日の委員会でお示しさせて頂いた、このようにご理解を賜りたいと思いま

す。 
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○藤田委員 
 今までこのことは論議してきているんだよね。一番困るのは町がきちっとした案を、こうなる

なら最初の案どおり提案してもらわなかったら。何にもなしで議員の皆さんどうしますか、地元

の意見はこうなんですよと。札弦自治会が町長のところに聞きに来たということも９月議会の時

に状況を言いに来なきゃ駄目だということですよ。私はその辺が疑問に思うところなんですが。

総務課長も立派な話しますんで何も言うことはないですが、ただ、本当に議員９名の意見を参酌

しながらきちっとやってもらいたいと思うんですよね。私は論議した中で、消防のことを今回提

案されましたが、今までは何もなしですから。支所だけはきちっとやりますという提案だったん

で。色々あるかも知れないけれども、札弦全体のことを考えたら、出来たら１つで大々的にやる

べきでないかと思って、今まで言って来たんだけども、ここまで来て、出来ないというなら止む

を得ないけども。 
 
○総務課長 
 皆様への説明等が十分至らなかった点については、重々お詫びを申し上げたいと思いますし、

色々とご意見頂いた関係については十分参酌するとともに、細かい点についても出来得る限りし

っかりとお伝えした中において、今後の事業の事務執行を進めて参りたい、かように考えてござ

いますので、今般提案させて頂いた実施設計に向けての事務執行について、ご理解頂ければ大変

ありがたいというふうに考えてございますので、よろしくお願い申し上げます。 
 
○委員長 
 まだまだ時間をかけてお話をしたい訳でありますけれども、今聞いてますと、賛成する方はい

て、反対する方はいないと。ただ、少数意見の中で、１箇所にする案も検討すると言ったのが、

２箇所になったという選定理由、これらをしっかり文書で出して頂く。それから当然、２つを造

るということになれば規模の話も出てくるだろうし、運営の方法も出てくるだろうと。そこら辺

も口頭ではなくて文書でという要望をして、次の委員会にお任せをしたいと思うんですが。 
 
○総務課長 
 今後については、委員会等にも過去の経過や今回取りまとめた分の、出来る限り分かりやすい

内容の資料を提示して行く。また、並行しながら実施設計の作業の中における基本的な考え方と

いうものを、逐次報告させて頂く。こういったことでご理解を賜りたいと考えてございます。 
 
○中西委員 
 確認だけしたいんですが、同一敷地内というのは予算的なこともあるし、こういう方法でも出

来ないのかということで提案したんじゃないんですか。でもそれは全然駄目だということなら、

駄目なこと出されてもこっちも判断に困るんですよ。住民に駄目だと言われることを提案されて

も、駄目なものは駄目だとはっきり言わないと。やれそうなことを言うから議員も考えるし、そ

れで議員が判断しなきゃならないとなったら、本当にどうしたらいいのか。今までの話を聞いて

いたら、最初は要望で２箇所でやりますと言っていながら、経済的な事情もあるからやっぱり１

箇所にすると。そして議員がそれぞれ判断しろとなったら、賛成か反対か判断しなくちゃならな

い。最初の案どおりにずっと行くならいいんだけど、途中で変わった。勝ったとか負けたとかで
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はないけども、何か負けたのかなという感じがする。反対とか賛成とかは私は言いませんが、そ

のように思うんですが。 
 
○副委員長 
 私は逆の立場で聞きたいんですが、当初２箇所の案で来ていたんですよね。それが結局皆さん

ご存知のように色んな議論があって、そして１箇所の案で提案してきましたよね。その時私は何

でこうなったんだと解せない部分があったんです。でもそれが出てくる根拠があったんだろうと。

むしろ私はそっちの方を厳しく正したい。なぜそういうふうに変わったのか。その理由について

も明らかにしておくべきだと思います。 
 
○藤田委員 
 委員会の議事録をインターネットに出すから、みんなそれを見てる訳ですよ。誰がどんなこと

を言ったのか。だから一回言ったことは筋を通さないと。 
 
○総務課長 
 前回、町の方として同一敷地内の建設を並行案として検討させて頂くための継続審議的な部分

として、時間を頂きたいとお願いしていた訳でございますけれども、繰り返しになりますけれど

も、今般の事業はある一定の大きな投資を札弦地域に行って行くということにおきまして、建設

年度が当初計画の中においては２２年度というのが、プロットが変わりまして、札弦センターに

ついては２３年度、パパスについては２４年度といった建設年次の中の調整を農水省とも行って

きたという経過の中で、最終的な建設経費、運営経費、そういったところは多少時間があります

ので、その中においてもう一度内部的な協議をしっかり行って行きたいと、そのための時間を頂

くという話の中で、検討のお時間を前回頂いたということですので、何がどうなったからという

経過ではございません。あくまでも役場内部における事務的な協議、最終的な判断といったもの

を行うための時間的な部分を頂いたと、このように考えてございます。そういった経過において、

議員各位にはご迷惑をおかけした。また、色んな問題について今日ご意見を頂きましたので、今

後そういったことのないように十分気を付けて、町としては円滑な事業執行が行えるように進め

て参りたい、このように考えてございますので、よろしくお願いいたします。 
 
○藤田委員 
 総務課長、その前に私が一番変に思っているのは、４自治会長が町長のところへ来たと言う話

はさっきから言ってますが、町長がどういう答弁をして４自治会長に納得いく話をしたか、しな

いかということで、その復命書かなんかは普通ならあるんでしょ。出せとは言いませんけれども。

そのことが私は議員として一番気にするところなんです。 
 
○加藤委員 
 藤田委員が言うことよりも、私はむしろ両方やりますと言って１箇所の案も出てきて、２つの

案になって時間をくださいとなった。ということは当然のように、それぞれの長所、欠点があっ

たと思う。だけど、１箇所でやったらこういう形で、こういうメリット、デメリットですよとい

う提示が何にも無しに、また元に戻ります、これが最良ですよと。これは、議会の委員会も何も、

理解をしてくれというのが無理があると思うんです。他の委員の皆さんがこれでいいと言うなら
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私は何も言いませんけれども、最初から２箇所でやりますと言っていて、だけど色んな論議の内

に議会が言ったんじゃなくて、町サイドが１箇所でやる案も検討したいんで時間をくださいと言

ったんです。時間をくださいと言っておいて、今回の説明は口頭でやっぱり２箇所にしましたと。 
その間には色んなことがあったかも知れません。判断する材料の時間が執行者の側に必要だった

のかも知れません。だけど、議会にその内容と方向がどうだったのかを説明もしないで理解しろ

と言うのは、果たしていいものなのか。これは、私の言う論議を超えてますので、委員長にお任

せしたいと思います。 
 
○委員長 
 先ほど私が要望としてお願いした部分、２箇所に決まった選定理由から、その場合の運営方法

だとか色々な部分について、文書で次回出して頂ければ、また次から話が進むのかなというふう

に思うんですが、どうでしょうか。 
 
○藤田委員 
 予算にも絡むことだから、その辺もきちっと説明してくれないと。今年予算を止めたからって、

来年予算がつくかどうかも分からないってこともあるだろうし、その辺も含めて説明して欲しい

んだよね。だから、予算の頭出しをして、大型補正予算に乗って行けるならそのように言っても

らわなきゃどうにもならない。それは反対する何ものもないし。もし乗れなくても、来年予算が

付けばいいけど、付かなかったら困るし。そういう色んなことが絡むんで、その辺は当局が判断

して、議員に言っておいてもらわなかったら困るし。その点、何かあれば聞かせて頂きたいと思

いますが。 
 
○総務課長 
 基本的な部分でございますけれども、今回の札弦地区の事業につきましても、全て農山漁村活

性化プロジェクト支援交付金という一つの枠組みの中で行ってございますので、当然そういった

事業の財源が確保されなければ、単独財源だけでは事業は執行できないということでございます。

その中において、藤田委員からお話があったとおり、補正対応がなかなか難しい。ただ今回、国

の１次補正の部分でお話したとおり、予備費を使った第１段階、第２段階としては今回の５兆１

千億円の１次補正、そして２３年度予算と、これらが１セットで動いてございますので、その前

提の国の予算編成の中に、札弦地区の部分で２３年度については札弦センターをきちんと位置付

けてもらうということが、この事業の大前提にありますし、そのためにはしっかりとした実施設

計を今の段階で動かさなければ、２３年度の予算自体も非常におかしくなりますし、国から既に

２２年度において設計費というものは交付されて決定が来ている訳でございますので、そういっ

た全体の流れを壊さない中において、議会の中でご協議頂いた、ご意見頂いた部分、こういった

ものを十分踏まえた中で、事務的には準備を進めさせて頂きたい。そして逐次今後の委員会の中

におきましても、先ほど委員長の方でさばいて頂きました、１案、２案という形の中で、メリッ

ト・デメリットが具体的にどういったものがあったのか、そういったことも後付けになって大変

申し訳ありませんが、そういった資料の提示も含めてさせて頂くし、今後、先ほど議長からお話

があった、全体的な札弦の住民自身が運営に関わって行く有り様みたいなことについても、十分

今後の協議の中で進めて行きたいと考えておりますので、事務の執行については十分その辺をご

理解頂いた上で進めさせて頂ければ大変ありがたい。このように考えておりますので、よろしく
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お願い申し上げます。 
 
○藤田委員 
 実質、議会も９人しかいないのですが、議長・副議長・所管の常任委員長なりと話し合いをし

てから、こういう委員会は昔はやって来ているし、そういうやり方でやってもらわないと。ある

程度筋書きを決めて提案してもらわなかったら、こっちも白紙にされて、皆さん言いなさいって

言われても、振り返ってみたら５回も論議させて頂いて、良かったのか悪かったのかは分かりま

せんけれども、中身のある話が出来るようにやってもらわなかったら。そういうことをお願いと

いうことなんです。 
 
○委員長 
 今日口頭で説明があって、すぐに結論が出るということはないと思っています。次回にも続い

てお話をさせて頂くという中で、今日はこの辺で終わりたいと思いますが。 
 
○加藤委員 
 １つだけ確認しておきたいのですが、道の駅パパスについては１年延ばしたいという中で、農

水省との話し合いですよと言いながら、もし農水省が１年延びたら知りませんよと言ったら、急

遽やりますという捉え方の対策もしないとならないのか、その点についてお願いします。 
 
○総務課長 
 現段階においては農水省とは全く事務的な協議を行ってございませんので、その段階でまた議

会の方に報告し、出来得る対応をしたいと思いますが、町としては今日の委員会の協議で述べさ

せて頂いた方向性という形を何とか進めさせて頂きたいと考えておりますので、ご理解頂きたい

と思います。なお、先ほど委員長の方から全体のまとめもありましたけれども、町としましては、

逐次具体的な話について、資料等を提示しながら報告をさせて頂くという前提に立って、実施設

計に着手して行くということでご理解頂いたというふうに、今日理解してよろしいかどうか、そ

の部分だけ申し訳ありませんがご確認を申し上げたいと思います。 
 
○委員長 
 そういうことにはならないという結論だから、文書を出してくださいとお願いしたんです。全

員の意見ではないけれども、要するに賛成する方も完全には納得していない。だから、要望とし

て文書として出して頂けないでしょうかという話なんです。 
 
○副委員長 
 先ほどの消防の話で、消防団を統一するとか、札弦は引き上げるとかっていう話を聞いてびっ

くりしたんですが、消防団はむしろ札弦は充実すべきだと思うんです。ベニヤで大火災が起きま

したが、あそこにはベニヤと札鶴林材、大きな工場が２つあるんです。そういう中で、消防を１

つにするということだったら、これは大変だと思います。札弦住民がそれを聞いたら、おそらく

怒ると思いますよ。ある住民の方は、あくまでもそういうことだったら納得できないから、札弦

・神威地区で町民大会をやるぞと。そこまでは行き過ぎじゃないかということで、時間をかけて

見ててくださいということを私は言ってますけども。そういう話もあるということだけは分かっ
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ておいて欲しいと思います。 
 
○委員長 
 我々も色んな考え方がございまして、また改めてこの会議をさせて頂きたいと思いますが、い

かがでしょうか。 
 
○勝又委員 
 先ほど課長からの話で、国からの交付金の関係で、早急に決めないと時間がない状況だという

ことで、事業が進まなくなってしまっては困りますし、私としては了承することで良いと思いま

すが。 
 
○副委員長 
 それこそ何のために時間かけてやって来ているのか。未だに進むことも出来ないようなら、ま

た委員会をやっても同じじゃないのか。 
 
○加藤委員 
 このまま了解しろということじゃなくて、反対する訳でもないけれども、ここまで来た論議の

中で、口頭で了承してくださいと言って物事が進んで行く会議があっていいのか。それだけ軽い

委員会であっていいのかということだと思うんです。少なくてもこの論議について、町が２つの

案を出してきた、そういうものの整理や全てのことを提示されて、極端なことを言ったら、委員

だけでこの問題の基本的な論議をすべきなんだと思います。ただ、その文書も何にも無しで、も

う時間が無いからその部分だけは了承してやるかと、そういう話では私はないと思います。時間

が無いんであれば、明日でも明後日でも再度委員会を開くなり、きちっとそれまでに提示しても

らって結論を出して行く方向にしないと、何が何だか分からない議会や委員会になってしまわな

いかと、私はそう思います。 
 
○副委員長 
 そういう意見もあるけれども、私は色んな場面で会議にも考えを持って臨んできていますから、

ここまで当初出ていた案、そして８月になってポーンと変わった。それは課長や役場の職員にす

れば、こんなことでああいう提案になったんだなんて言えない部分もあると思うんです。だから、

そこら辺も明らかにしなさいと言っても明らかにならないと思う。そのことも考えた場合に、私

は十分に検討して来たと判断します。 
 
○中西委員 
 委員長、副委員長の意見を統一して。 
 
○副委員長 
 私は私の意見ですから。 
 
○加藤委員 
 正副委員長だけでなくて、正副議長も入って話した方がいいのでは。本当にこの流れは、極端
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なことを言ったら大きな問題だと思うんで。 
 
○委員長 
 それでは、その４人で取り進めさせて頂きます。あと、総務の関係について何かございません

でしょうか。 
 
○総務課長 
 私共の説明不足ですとか、そういったことも含めて、皆さんには大変ご迷惑をおかけしたこと

については、十分お詫びいたしますけれども、全般的なものとして事業につきましては進めさせ

て頂きたいと考えてございます。 
 その他の関係で１点、既に町民会館、地域資源活用促進交流施設については、工事そのものに

ついては竣工してございます。更に緑清荘の新築部分についても１２月初旬に竣工の予定になっ

てございますので、それぞれ工事関係の竣工式等については事業の中で行って参りたい、かよう

に考えてございますが、２つの大きな施設が完成するということを踏まえまして、町の立場とし

て、完成祝賀会の式典を１２月４日午前１１時から挙行して参りたいと考えてございます。来月

早々、それぞれ関係者の皆さんにご案内をしながら進めて参りたいと考えてございますので、そ

の辺についてもご理解を賜りたいと思います。以上でございます。 
 
○委員長 
 １２月４日１１時からということで、皆さんよろしいでしょうか。 
 その他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、協議・報告事項を終わらさせて頂きます。ご苦労様でした。 
 
○委員長 
 それでは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１１月１８日に予定しております。 
 
○委員長 
 ３番、その他。委員の方からその他ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 
○委員長 
 それでは事務局から何かございませんでしょうか。 
 
○事務局長 
 ございません。 
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○委員長 
 無ければ、第１０回総務文教常任委員会を終わらせて頂きます。どうもご苦労様でした。 
 

（閉会 午前１０時４２分） 


